2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

3ドアーズ・ダウン「ライヴ・アット・ザ・タバナクル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ミシシッピー州エスカタウパで結成さ
れた快活な5人組は、昔ながらのロック・バンドとしての道を邁進しながら、メインストリームで成功を
収めてきたが、ロック界きってのアンダードッグと言わしめた。2008年発表のアルバムはなんと初登
場全米1位を獲得している。

ACIDMAN「ミレニアム」

配信中

2016年10月よりバンド結成20周年のアニバーサリーイヤーを迎えているACIDMANが、20th
Anniversary第3弾作品として、7月26日にニューシングルを発売！

ACIDMAN「最後の星」

配信中

「最後の星」をイメージさせる無限に広がる白い砂漠で鳴らされたロックアンセムは、大木自身が描き
続ける生命の美しさ、強さ、儚さに加え、見たこともないような絶景をバックに演奏するメンバーシーン
も重なり、1つのショートムービーのような作品となっております。

a-ha「エンディング・オン・ア・ハイノート：ザ・ファイナ
ル・コンサート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「Take On Me」など大ヒットポップ・ソン
グを生み出し、80年代を代表するノルウェー出身のロック・バンド、a-ha。28年という長い活動期間に
ついに終止符を打つ2010年の解散ツアーの、まさに最終公演を収録した作品。

AI「ハッピークリスマス」

配信中

「ハッピークリスマス」は、冬を彩る新しいウィンターソングの決定盤となることマチガイなしの自信作
で、超大型TV-CMのタイアップが決定している。

AI「ミラクル」

配信中

L.A.生まれ。鹿児島育ち。ゴスペルクワイアーで鍛えた本格的な歌唱力。完璧な英語、バイリンガル
でラップもこなせるストリート感覚。L.A.アートスクールで学んだダンス・センス。SOUL、R＆B、HIP
HOP、DANCE、POPと全要素を横断する“QUEEN OF HIP HOP SOUL”シンガー、それがAI。待望の
ニュー・シングル。

AI「最後は必ず正義が勝つ」

配信中

この曲を聴いて、とにかくみんなの勇気になれるんじゃないかと思います！自分が悪さをしていたら、
そのことがヤバいと気づいたり、日ごろからいいことをしていても報われない人たちにも絶対にいい方
向になると信じてもらえるようになると思う！

AK-69「Baby」

配信中

AK-69史上初となるドラマ挿入歌「Baby」。黒木メイサと新井浩文W主演、MBS、TBSドラマイズム枠の
ドラマ『拝啓、民泊様。』の挿入歌として人気を博した。

AK-69「Kingpin（from live at Zepp Nagoya 2016）」

配信中

Def Jam Recordings電撃契約発表後、初のTOURの熱狂を再び！！シングル「KINGPIN」のパフォー
マンスは必見！

androp、Creepy Nuts「SOS！」

配信中

andropニューシングルは、今夏メジャーデビューで注目のヒップホップユニットCreepy Nutsとのコラボ
レーションによる1曲。1度聴くと頭から離れない、そして何度でも聴きたくなる…大胆な展開かつユ
ニークなアプローチによる、この夏を代表する1曲が完成！ロックとヒップホップの融合で、andropが
新たな境地へ。

androp「Prism」

配信中

andropニューシングル「Prism」は、迷いや葛藤を経て新たなスタートを切る気持ちを描いたアップテン
ポナンバー。未来に向けた強さを内包するメロディーでandropの“今”を表した1曲。2016年に立ち上
げた自らのレーベル「image world」とユニバーサルミュージック ZEN MUSICが本作よりタッグを組み、
より多くの人へ届けていく。

AOA「WOW WAR TONIGHT -時にはおこせよムーヴメ
ント-（Dance Ver.）」

配信中

“空から舞い降りてきた天使たち”、AOA待望の2016年11月30日リリース日本セカンドアルバム
『RUNWAY』。小室哲哉さんの名曲「WOW WAR TONIGHT -時には起こせよムーヴメント girls ver.」を
収録！

AOA「WOW WAR TONIGHT -時にはおこせよムーヴメ
ント-」

配信中

小室哲哉の名曲をカヴァー！！このカヴァーには小室哲哉がプロデューサーとして参加（K-POPの
アーティストをプロデュースするのは初！）、新たにAOAをイメージして歌詞もリメイク、そしてミュー
ジック・ビデオにも参加というニュースで早くも話題となっている。

B.B.キング「ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・
ホール2011」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／本作には2011年6月にロンドンのロイ
ヤル・アルバート・ホールで行ったライヴを収録。Derek Trucks、Susan Tedeschi、The Rolling Stones
のRonnie Wood、Simply RedのMick Hucknall、Slashらも出演しています。

B1A4「A lie」

配信中

2011年4月韓国デビュー。2014年1月韓国での2nd AL『WHO AM I』リード曲「LONELY」が8つの音楽
番組で1位、配信チャートでも1位7冠！そのずば抜けた歌唱力と作詞・作曲やラップ制作も手掛ける
などの高い音楽性とパフォーマンスで一気に韓国のトップアーティストに駆け上ったB1A4。
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B1A4「Follow me」

配信中

キュートなルックス、ズバ抜けた歌唱力、個性的なファッション、そして作詞・作曲やラップ制作も手掛
ける高い音楽性を持つB1A4（ビーワンエーフォー）の移籍第2弾シングル！

B1A4「You and I」

配信中

2011年4月韓国デビュー。2014年1月韓国での2nd AL『WHO AM I』リード曲「LONELY」が8つの音楽
番組で1位、配信チャートでも1位7冠！そのずば抜けた歌唱力と作詞・作曲やラップ制作も手掛ける
などの高い音楽性とパフォーマンスで一気に韓国のトップアーティストに駆け上ったB1A4。2017年ユ
ニバーサルに電撃移籍！

B1A4「好きだからしょうがない」

配信中

キュートなルックス、ズバ抜けた歌唱力、個性的なファッション、そして作詞・作曲やラップ制作も手掛
ける高い音楽性を持つB1A4（ビーワンエーフォー）。

Base Ball Bear「すべては君のせいで」

配信中

デビュー・ミニアルバム『GIRL FRIEND』から丸10年、新体制初となるオリジナルアルバム『光源』を
2017年4月にリリース！バンドの永遠の主題である＜青春＞に新たなアングル／解釈から迫る“2周
目”の世界！その中からのリード曲となるのが、この曲です。

BEAST「BEAST JAPAN TOUR 2014 FINAL」

配信中

2014年1月から、約1年3ヶ月ぶりとなるジャパンツアーを7都市12公演で敢行したBEAST。そのツアー
の中から4月3日にNHKホールで行われたファイナル公演の模様を余すところなく収録！BEASTお馴
染みの曲をはじめメンバーのソロパフォーマンスもくまなく収録！！

BOYS AND MEN「GO！！世侍塾 GO！！」

配信中

全編四字熟語で構成された氣志團ならではの個性が溢れた楽曲とBOYS AND MENの漢らしい熱さ
を全面に打ち出した内容となっています。四字熟語のネオン管が張り巡らされたステージでファンを
前にライブ形式で撮影されていて、氣志團のロックとBOYS AND MENの和が融合したステージは、本
物のライブさながらの盛り上がりを見せています。

BOYS AND MEN「帆を上げろ！」

配信中

愛知・名古屋発、昇竜の勢いをみせるエンターテイメント集団 BOYS AND MEN（通称“ボイメン”）。
「夢は諦めなければ必ず叶う」その熱い思いを胸に、日本中の人たちの背中を押し続けてきた彼らの
男気溢れるド派手なボイメンワールド炸裂の最高潮な楽曲！制作陣は現在の日本音楽シーンを牽
引する、作曲ヒャダイン・作詞いしわたり淳治、二人の初タッグが実現。

Boys Republic「Closer -キスまでどれくらい？」

配信中

一途の国（少年共和国）からやってきた5人組、ウォンジュン、ソヌ、ソンジュン、ミンス、スウンのボー
イズグループBoys Republic。2013年韓国デビュー。2016年9月に日本デビューを果たす。グループ名
は『音楽を通じてコミュニケーションができる空間（国）』という意味を持つ。

Boys Republic「Only Girl」

配信中

2016年度オリコンNo1コンポーザー、Carlos K.のエレクトロ系のソリッドなダンストラックとキャッチーな
メロディ、遊びの効いた特徴的な歌詞がとても印象的で、一度聴いたら忘れない、初の日本オリジナ
ル楽曲が完成！まだ振り向いてはくれない日本の女の子を独り占めするため、共和国の王子は走り
出します！！！

Boys Republic「流れる星に花束を」

配信中

TOKYO MX-TV「今夜はLL（ラヴ＆ライブ）」のエピソード2「君の瞳に花束を」にBoys Republicの主演
が決定！ドラマはかつて超新星主演で公開され、多くのK-POPファンが涙した映画「君にラヴソング
を」をBoys Republic主演でリメイク。このドラマのエンディングテーマに「流れる星に花束を」が決定！

C＆K「Y」

配信中

C＆K史上最高のバラード。最愛の人と過ごす日々の尊さを描いたC＆Kニューシングル。

C＆K「ヒカリトカゲ」

配信中

湘南・横浜を中心に活動して結成されたC＆K。「おもろカッコいい」と評されるCLIEVYとKEENの二人
組からなるヴォーカルユニット。「キミノ言葉デ」以来約1年振りとなる通算14枚目のシングル「ヒカリト
カゲ」は、音楽プロデューサー：本間昭光氏を迎えての作品。

Chage「たった一度の人生ならば」

配信中

5年ぶり、2015年に発売された『hurray！』収録の楽曲。原点回帰しつつ、辿り着いた境地から放たれ
る自然体のChageをありのままに表現したポジティブな作品。

Chage「もうひとつのLOVE SONG」

配信中

5年ぶり、2015年に発売された『hurray！』収録の楽曲。原点回帰しつつ、辿り着いた境地から放たれ
る自然体のChageをありのままに表現したポジティブな作品。

Chage「天使がくれたハンマー」

配信中

5年ぶり、2015年に発売された『hurray！』収録の楽曲。原点回帰しつつ、辿り着いた境地から放たれ
る自然体のChageをありのままに表現したポジティブな作品。
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Crystal Kay「CK LIVE 2012 「VIVID」」

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／最新型ダンスチューン満載の“新
生・Crystal Kay”とも言える、ダンサブルでビビッドなアルバムが完成。そのアルバム「VIVID」を引っさ
げ、2012年9月8日(土)に赤坂BLITZで行われた、ワンマンライブ “CK LIVE2012「VIVID」”のLIVE映像
を収録。

CYBERJAPAN DANCERS「Summertime Forever」

配信中

日本が世界に誇るセクシーでパワフルな美ボディダンサー集団、日本人離れしたゴージャスなルック
スで、男女問わず絶大な支持率を獲得し、各メンバーのインスタフォロワーが合計200万人以上に上
るなど、SNSでも注目度急上昇中の彼女たち！！

Da-iCE「BOND」

配信中

2011年1月、アカペラグループのリードボーカリストとして活動していた雄大、ソロボーカリストとして活
動していた想太、ダンサーとして活動していた大輝、徹、颯が出会い、新たなダンス＆ボーカルグ
ループのスタイル確立を求めて活動を開始。世界基準のパフォーマンスにこだわりを持って取り組み
ながら、場所はクラブからスタジアムまで年間100本を越えるライブを展開。

Da-iCE「TWO AS ONE」

配信中

ロケ地はアメリカ・ロサンゼルス。“Da-iCE＝サイコロ”にちなみ、サイコロの1面ずつ手に持った5人が
別々の場所に立っているところからMusic Videoが始まり、最後のシーンでは大地を一望できる高台
で集合、そこからDa-iCEのこの先を展望しているかの様に肩を並べ歩いていくという構成になってい
ます。

Da-iCE「恋ごころ」

配信中

“好きで 好きで 君が好きで 張り裂けそうな 恋ごころ”Da-iCE 10th single「恋ごころ」は、4th single「も
う一度だけ」以来、約2年振りのバラードシングル｡

DJシャドウ「イン・チューン・アンド・オン・タイム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／映像を駆使するDJシャドウのライヴ
映像。ブリクストン・アカデミーでのワールド・ツアーのステージのほか、インタビューなども収録。ヒッ
プホップと映像が融合した彼のパフォーマンスを堪能できる。

ent「Autumn Nightmare」

配信中

2009年、Atsushi Horieによるソロプロジェクトとしてent（エント）は始動した。インディーロック、ポスト
ロック、エレクトロニカ等のジャンルへの架け橋となる、繊細でセンチメンタルなポップサウンドを鳴ら
す。

Fox.i.e、ティーム、アンナ・リー「You are gone」

配信中

海外で活動中！注目のアーティスト“Fox.i.e”（フォキシー）が辻村有記（ex HaKU）名義で、この夏、音
楽活動本格スタート！

GReeeeN「これ、PVでSHOWっ！！？？」

配信中

GReeeeNの初映像作品。「愛唄」「キセキ」「遥か」「歩み」「High G.K LOW-ハジケロ-」「刹那」「BE
FREE」「涙空」「人」ほか、これまでリリースした12枚のシングルA面曲のPVを収録したベストな1枚。

hide「ALIVE」

配信中

今なお絶大なる人気を誇るhideのファーストライブツアー「HIDE OUR PSYCHOMMUNITY」、セカンド
ライブツアー「PSYENCE A GO GO」の最終公演の模様をお届け！ヒット曲の数々に加え、これまでに
カットされていたシーンも追加収録したファン必携作。

hide「seventeen clips」

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／ソロデビューシングル「EYES LOVE
YOU」、ヒットシングル「ROCKET DIVE」「ピンクスパイダー」ほか全17曲を収録したビデオクリップ集。

INFINITE「Air」

配信中

2016年8月にリリースしたベストアルバム「THE BEST OF INFINITE」が、見事オリコンデイリーチャート
1位（ウィークリー3位）を記録！日本での不動の人気を証明してみせたINFINITE。ワールドツアーも成
功させネクストレベルへと成長した彼らの新たなる幕が開けた--。

Juvie Lin「CHASE’ featuring Van Norith from
POLARIXCREW」

配信中

CSA talent agency 第一弾アーティスト「POLARIXCREW（ポラリックスクルー）」よりJuvie Lin（リン）が
デビュー。テレビアニメ『銀魂』オープニング／エンディングソングでおなじみのredballoon 村屋光二氏
をサウンドプロデューサーに迎え、カンボジアはシェムリアップにて共同楽曲制作、レコーディング。

Lin、GV Lux「MAGA」

配信中

CSA talent agency 第一弾アーティスト「POLARIXCREW（ポラリックスクルー）」よりJuvie Lin（リン）が
コラボレーション！

MACO「love letter」

配信中

2014年にメジャーデビュー、YouTube総再生回数が5,000万回を突破した新世代のシンガー・ソングラ
イター。2016年9月21日に発売されたMACO待望の2ndフルアルバムからの先行トラック。
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MACO「手紙」

配信中

高校卒業後、地元の郵便局の配達員として働く彼（葉山）と、就職で東京に行く彼女（松元）の物語。
手紙を書いたことがない彼が、遠距離の彼女に初めて手紙を…というストーリー仕立てのMVです。

MAG！C☆PRINCE「Over The Rainbow」

配信中

名古屋よりイケメンボーイズグループ誕生！！応募総数2020名より選出された個性豊かな5人
組！！沖縄ロケで撮影したこの作品は、メンバーが青い海へ飛び込むシーンや初公開となる平野に
よる運転シーンなど注目シーンが盛り沢山となっています！

MAG！C☆PRINCE「UPDATE」

配信中

応募総数2020名より選出された個性豊かな5人組！！MAG！C☆PRINCE。様々なエンターテイメント
を展開し、地元を盛り上げ、地元の人々から愛されるグループを結成すべく、熾烈なオーディションに
参加し、最終審査をもって、個性豊かなメンバー5名が選ばれた。

MINMI「MINMI LIVE -Freedom in 淡路島-」

配信中

人気レゲエシンガー・MINMIが8月に行った「MINMI presents 野外フェス『Freedom 09 in 淡路島』」の
ライブ映像などを収録。エネルギッシュな彼女のライブパフォーマンスをたっぷりと楽しめる。

MONSTA X「Beautiful」

配信中

STARSHIP ENTERTAINMENTが次世代を担うアーティストを誕生させるべく、人気アーティストやプロ
デューサーを審査員とし、参加者に過酷な競争を課した、リアリティサバイバル番組『NO.MERCY』。こ
こでのバトルを勝ち抜いたメンバーで結成された実力派グループ。

Mrs. GREEN APPLE「In the Morning」

配信中

表題曲「In the Morning」は「どんな境遇にあっても自分らしく笑って前を向いて生きていけたら最高だ
ということを表現したかった。綺麗事と紙一重の人間のエネルギーを信じたくて作った楽曲」と大森が
言うとおり、悩みを抱えている人、落ち込んでいる人の背中をそっと押すミセス流の応援歌。

Mrs. GREEN APPLE「ナニヲナニヲ」

配信中

圧倒的な成長スピードで、いま最も勢いのある新世代バンド、Mrs. Green Apple。

Mrs. GREEN APPLE「鯨の唄」

配信中

2ndアルバム「Mrs. GREEN APPLE」より、アルバムリード曲となる「鯨の唄」。Vo.／Gt.大森元貴が映
画を観にいった際にインスピレーションをうけて一気に書き上げた曲。彼らのポップな印象とは打って
変わって壮大なバラードとなっている。

Ms.OOJA「You are Beautiful」

配信中

2年4ヶ月ぶりのニューシングルは両親との限られた時間を慈しみ、これまでの感謝を精一杯伝えたい
と願うミッド・バラード。そして両A面となる曲は、力強く「どんなあなただって美しい」と日々を生き抜く
人々の背中を押す応援歌。

MYNAME「Alive or Fallen」

配信中

2011年10月27日韓国デビュー、2012年7月25日日本デビュー。ルックス、歌唱力、ダンスともに群を抜
いた実力を持ち、高い身体能力と完璧な肉体美を持つ韓国の5人組男性ビジュアルアイドル。

MYNAME「Baby Tonight」

配信中

2011年10月27日韓国デビュー、2012年7月25日日本デビュー。ルックス、歌唱力、ダンスともに群を抜
いた実力を持ち、高い身体能力と完璧な肉体美を持つ韓国の5人組男性ビジュアルアイドル。2012年
7月デビューシングル「Message（Japanese ver.）」から、全てのCDがオリコンランキングで上位に入る
など、ヒット曲を出し続けている。

MYNAME「出会いあいして」

配信中

日本デビュー5周年の今年、すべての“出会い”に感謝の想いを込めて。「出会いあいして」の作詞作
曲は、湘南乃風のSHOCK EYEがおこない、楽曲内でのコーラスにも参加。SHOCK EYEによるK-POP
アーティストへの楽曲提供は自身初となる。

NOBU「いま、太陽に向かって咲く花」

配信中

宮崎県小林市出身のシンガーソングライターNOBU、再起のメジャーリリースシングル！「太陽に向
かって咲く花」として、2012年発売当時多くのリスナーの「応援歌」として響いていた楽曲をリメイク！

PassCode「bite the bullet」

配信中

ロックファンからアイドルファンまで、2017年大注目のPassCode（パスコード）、渾身のメジャー2ndシン
グル。2014年結成。大阪発ラウドロック・アイドルユニット。バンドサウンドをベースに、ラウドロック、プ
ログレに至るまで、様々なジャンルの融合体である変幻自在の楽曲群を擁し、メンバーのシャウト・ス
クリームが異彩を放つユニット。

PassCode「MISS UNLIMITED」

配信中

ジェットコースターライブと評される開演から本編終了までノンストップで展開されるライブパフォーマ
ンスとジャンル特有の音圧、そしてスクリームが、アイドルファンのみならずロックファンからも注目を
集めている4人組、PassCode（パスコード）。今作はそんな彼女たちが満を持してシーンに放つ、渾身
のメジャー・デビュー・シングルです！

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

PJハーヴェイ「オン・ツアー：プリーズ・リーヴ・クワイ
エットリー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／90年代から赤裸々で刺激的な歌詞と
サウンドでカリスマ的人気を誇る女性ロック・アーティスト、PJハーヴェイの初映像作品。2004年リリー
スのアルバム『UH HUH HER』関連ツアーの模様を収録したもので、ベスト・パフォーマンスが楽しめ
る。

RUN DMC「ライヴ・アット・モントルー 2001」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／RUN DMCが2001年にモントルーで
行ったライブの模様を収録。「イッツ・トリッキー」「キング・オブ・ロック」「ウォーク・ディス・ウェイ」「ス
クール・オブ・オールド」ほか、全13曲を演奏する。生前のジャム・マスター・ジェイの勇姿を拝めるファ
ン必見の映像！

SHE’S「Beautiful Day」

配信中

聴けば、きっと囚われる。旋律に愛されたバンド、SHE’S。メンバー全員1992年生まれの大阪出身の
次世代ピアノロックバンド。全作品のソングライティングを担う井上竜馬（Key／Vo.）が奏でるピアノを
センターに据え、エモーショナルなロックサウンドから心を鷲掴みする珠玉のバラードまで創り出す。

SHE’S「FREEDOM」

配信中

全作品のソングライティングを担う井上竜馬（Key＆Vo.）が奏でるピアノをセンターに据え、エモーショ
ナルなロックサウンドから心を鷲掴みする珠玉のバラードまで創り出す。壮大なスケール感を生み出
すいま注目のバンド。

SHE’S「Over You」

配信中

聴けば、きっと囚われる。旋律に愛されたバンド、SHE’S。メンバー全員1992年生まれの大阪出身の
次世代ピアノロックバンド。全作品のソングライティングを担う井上竜馬（Key／Vo.）が奏でるピアノを
センターに据え、エモーショナルなロックサウンドから心を鷲掴みする珠玉のバラードまで創り出す。

SHE’S「Stars」

配信中

メジャーデビューから4か月後に放つセカンドシングル。SHE’Sの代表曲として長く歌い継がれるクラ
シックが遂に完成！「聴けばきっと、囚（とら）われる」という彼らのキャッチコピーはさらに進化し、とも
に歌いたくなることを促す強いメロディーを持った楽曲が完成。聴けば聴くほど、歌えば歌うほど、彼
らの楽曲の真価が発揮されることを証明する傑作が誕生。

SHE’S「Tonight」

配信中

メジャーデビューから4か月後に放つセカンドシングル。SHE’Sの代表曲として長く歌い継がれるクラ
シックが遂に完成！「聴けばきっと、囚（とら）われる」という彼らのキャッチコピーはさらに進化し、とも
に歌いたくなることを促す強いメロディーを持った楽曲が完成。聴けば聴くほど、歌えば歌うほど、彼
らの楽曲の真価が発揮されることを証明する傑作が誕生。

SILENT SIREN「AKANE」

配信中

EMI Records移籍第二弾となる今作「AKANE」は、2017年4月から放送されるMBS／TBSドラマイズム
「ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」エンディングテーマ。大人になるにつれて出来てしまった
親子の距離、伝えたくても伝えられなかった親への感謝、家族愛を歌った、SILENT SIRENの泣ける
バラード。

SILENT SIREN「フジヤマディスコ」

配信中

2012年メジャーデビュー、ガールズバンド史上最速で武道館ワンマン開催、2016年には横浜アリーナ
ワンマン、世界6都市ワールドツアーを成功させたSILENT SIRENがEMI Recordsへ移籍！移籍後第1
弾となる今回のシングルは、更なる高みを目指す勇ましさをデジタルロックに乗せた、サイサイによる
新たなライブアンセム曲。

SUM 41「ライヴ・アット・ハウス・オブ・ブルース 2007」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／サマーソニック2017に出演も決定して
いる、2000年代のカナダを代表するポップ・パンク・バンド、SUM 41。メンバー・チェンジを経て、音楽
性にさらに幅をもたらしたある傑作アルバム、「アンダークラス・ヒーロー」リリース当時のライヴ映像を
収録。

T.L.「LA・LA・LA LOVE SONG」

配信中

1987年5月5日、台湾の花蓮生まれ。CMソングの歌担当、レコーディング、ジャズ、ポップスなど、クラ
シック音楽以外にも様々な音楽分野に挑戦。特技を用いて各芸術分野の創作に関わり、ミュージカ
ル、ダンス、劇場、PV、広告などクラシックの伝統と新しいパフォーマンスを融合させるなど、台湾のク
ラシック音楽業界で最も注目されている脱ジャンル・ピアニストである。

T.L.「情熱大陸」

配信中

1987年5月5日、台湾の花蓮生まれ。CMソングの歌担当、レコーディング、ジャズ、ポップスなど、クラ
シック音楽以外にも様々な音楽分野に挑戦。特技を用いて各芸術分野の創作に関わり、ミュージカ
ル、ダンス、劇場、PV、広告などクラシックの伝統と新しいパフォーマンスを融合させるなど、台湾のク
ラシック音楽業界で最も注目されている脱ジャンル・ピアニストである。

T.L.「雪の華」

配信中

1987年5月5日、台湾の花蓮生まれ。CMソングの歌担当、レコーディング、ジャズ、ポップスなど、クラ
シック音楽以外にも様々な音楽分野に挑戦。特技を用いて各芸術分野の創作に関わり、ミュージカ
ル、ダンス、劇場、PV、広告などクラシックの伝統と新しいパフォーマンスを融合させるなど、台湾のク
ラシック音楽業界で最も注目されている脱ジャンル・ピアニストである。

TETSUYA「愛されんだぁ I Surrender」

配信中

L’Arc-en-Cielのリーダー＆ベーシスト。EMI移籍第二弾シングル！

The Birthday「夢とバッハとカフェインと」

配信中

昨年結成10周年を迎え、2ヶ月連続シングル、ベストアルバム「GOLD TRASH」、8thアルバム
「BLOOD AND LOVE CIRCUS」のリリース、そして3度目となる日本武道館公演と、怒涛の活動を行っ
てきたThe Birthdayがこの夏、フェス出演や対バンなどライブ活動をしながらセッションを重ねて作り
上げた新曲。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

THE HOOPERS「シロツメクサ」

配信中

THE HOOPERS、2017年第1弾シングル！黒うさPによる書き下ろし！！

TOTO「フォーリング・イン・ビトゥイーン・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／結成30周年を記念して行ったツアー
「Falling In Between Tour」のパリ公演の模様を収録。「Rosanna」「Africa」「I’ll Be Over You」「Hold
The Line」ほか、全23曲を収録。彼らのハイクオリティなサウンドを堪能できる。

U2「U2 360°アット・ザ・ローズ・ボウル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／世界的人気を誇るロックバンド・U2が
行ったライブツアー映像。「ヴァーティゴ」「ビューティフル・デイ」「終わりなき旅」などのヒット曲から新
曲まで、数々の楽曲が楽しめる。

U2「クラシック・アルバムズ：ヨシュア・ツリー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／世界中に人気を誇るロックバンド、U2
の大ヒットアルバム「ヨシュア・ツリー」の製作に関わったクリエーターたちへのインタビューを元に、名
盤誕生の秘密を解き明かすドキュメンタリー。収録曲の解説・分析のほか当時のエピソードなども語
られる。

U2「ライヴ・アット・レッド・ロックス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年は歴史的名盤、「ヨシュア・トゥ
リー」の発売30周年！！世界中でその功績を称えられるアイルランドの英雄、U2。1983年のWARツ
アーから、アメリカ、コロラドのレッド・ロックスでのライヴ映像を収録。当時な貴重な映像が甦る！

V.A.「アーバン・ピース3」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Def Jam Franceのフレンチ・ヒップホッ
プ・アーティストのコンピレーション。

V.A.「ライフ＆ソングス・オブ・エミルー・ハリス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／これまでに13回もグラミー賞を受賞、
1500万枚以上のセールスを誇るアメリカのカントリーロックの大御所、エミルー・ハリス。彼女のこれま
での輝かしい音楽人生を盛大に祝った、オムニバスLIVE。シェリル・クロウ、アリソン・クラウスなど、
錚々たるアーティストが出演。

V.A「スタックス・ヴォルト・レヴュー -ライヴ・イン・ノル
ウェー 1967」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オーティス・レディング、ブッカーT、サ
ム＆デイヴなどを擁する、1957年設立の伝説的R＆B、ファンクミュージック・レーベル、スタックス。そ
のオールスター公演とも言うべき1967年の秘蔵ライヴ映像。出演：オーティス・レディング、エディ・フロ
イド、ブッカー・T＆ザ・MG’s、アーサー・コンリー他

VAMPS「CALLING」

配信中

2017年リリースのアルバムに向けた、第2弾シングル。今作はFive Finger Death PunchやPapa
Roach、VAMPSも対バン経験があるIn This Momentなどの、海外ROCKチャートを賑やかすバンドを
プロデュースしている、Kane Churko氏を起用。

Van Norith「Sunshine Touch」

配信中

渋いハスキーボイスの持ち主で、Haru Heang（ヘアン）と共にPOLARIXCREW（ポラリックスクルー）の
ボーカル担当。抜群のリズム感を誇り、細かい動きのダンスを得意とする。ニヒルな性格だがチーム
メイト想い。趣味は絵を描くこと。

WEBER「-BALLON-」

配信中

涙で濡れた頬が春のそよ風で乾き、その風に乗って花の種を結んだ風船は、虹を越え、全国に飛ん
でゆく。踏み出す勇気によって光で照らしだされた“今”が、満開の花で満たされていく。WEBER自身
と、そしてこの楽曲を聴いてくれる人が一歩ずつ一緒に前に進むため、ファーストシングル『オオカミ
の涙』から続くメッセージを紡いだ二つ目のストーリーとなる。

WEBER「オオカミの涙」

配信中

WEBから広がるをコンセプトに2013年6月グループ結成。都内を中心にライブ活動を展開。2014年初
のワンマンライブをTSUTAYA O-WESTで開催。主催イベント「イジゲンMATCH」スタート。（現在Vol.4
まで開催）

アース・ウィンド＆ファイアー「イン・コンサート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／モーリスを筆頭にメンバーの全盛期
のパワーが炸裂！EWFの真骨頂！全盛期のEWFの1981年、オークランド・コロシアムでのコンサー
ト。「ファンタジー」「リーズンズ」などのヒット曲やメドレーなど全11曲を収録。サウンドとエネルギーと
クリエイティヴィティが融合した、EWFならではの魅力が満載。

アース・ウィンド＆ファイアー「ライヴ・イン・ジャパン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1978年の初来日公演以来3度目とな
る来日公演は、モーリス・ホワイト、フィリップ・ベイリーのツイン・リードはもちろん、ヴァーダイン・ホワ
イト、ラルフ・ジョンソンらオリジナルメンバーを含む総勢14人の大編成で臨んだ究極の大ハコライヴ
で、東京ドームが巨大ダンスフロアと化した熱狂の一夜！

アーヨ「コンサート・アット・ボビーノ・シアター」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ナイジェリア系ドイツ人女性シンガー・
ソングライター、アーヨ。ピアノ、ギターを操り歌う彼女の音楽スタイルはフォーク、ネオ・ソウルから
JAZZまで幅広く、高い実力と音楽性と人気を集めている。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

アーヨ「フィエスタ・デ・スッズ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ナイジェリア系ドイツ人女性シンガー・
ソングライター、アーヨ。ピアノ、ギターを操り歌う彼女の音楽スタイルはフォーク、ネオ・ソウルから
JAZZまで幅広く、高い実力と音楽性と人気を集めている。

アイザック・ヘイズ「ライヴ・アット・モントルー 2005」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1971年に公開した映画『黒いジャ
ガー』（原題：Shaft）のテーマ曲でアカデミー歌曲賞・グラミー賞 映画・テレビサウンドトラック部門・
ゴールデングローブ賞・作曲賞を受賞した楽曲を含む11曲を収録。

アッシャー「OMGツアー -ライヴ・フロム・ロンドン
2011」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／いまや人気・実力ともに世界最高のエ
ンターテイナーとして名を馳せたR＆B界のスーパースター、アッシャーが2010年の最新アルバム
『Raymond VS Raymond』のワールド･ツアーから2011年2月ロンドン、O2アリーナでのライヴをお届
け。

アニー・レノックス「アン・イヴニング・オブ・ノスタルジ
ア・ウィズ・アニー・レノックス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／元ユーリズミックスのカリスマ女性シ
ンガー、アニー・レノックスによる、時代を超え愛される名曲に新たな息吹を吹き込んだ作品を、完全
にライブ再現！！

アメリカ「ライヴ・イン・セントラル・パーク 1979」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／本作はデュオ編成となり、『キャピト
ル・レコーズ』に移籍しての再起作『サイレント・レター』に伴うワールド・ツアー最終公演であるニュー
ヨーク、セントラル・パークでのステージをとらえた映像作品。数万人の観客が熱狂する模様を、ス
ケールの大きなロック・スペクタクルに仕上げている。

アリス・クーパー「シアター・オブ・デス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2009年にロンドンの伝説のライヴ会
場、Hammersmith Apolloで行われたワールド・ツアー、“Theatre Of Death”の最終公演を収録。ギロ
チン、絞首台等が用意されたステージでAliceは4度死を迎えるユニークな構成とヒット曲多数収録。

アルスマグナ「気分上々↑↑ feat. SAE TOKIMIYA」

配信中

mihimaru-GTの大ヒットシングル「気分上々↑↑」をカヴァーしたアルスマグナの7thシングル「気分
上々↑↑feat. SAE TOKIMIYA」が遂に完成！この夏に登場した九瓏幸子に続き、また新たなキャラク
ター“朱鷺宮佐江”が登場！アルスマグナ＆朱鷺宮佐江の今後の活動に是非ご期待ください！

アルスマグナ「全開で行こう」

配信中

数多いアルスマグナのダンスレパートリーの中から“ロックダンス”のパフォーマンスを引き出すことが
できるロック調のサウンドに、すべての事柄にオープンに生きようというメッセージが込められたポジ
ティブソング。

アンドレ・リュウ＆ヨハン・シュトラウス・オーケストラ「ラ
ヴ・イン・ヴェニス -10周年記念コンサート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／老若男女問わず楽しめる音楽をコン
センプトに、華やかで楽しいステージを展開して聴かせてくれるアンドレ・リュウ。「愛」をコンセプトに、
クラシックや映画音楽なども取り入れたロマンティックでポップな選曲で聴き手を魅了！2014年オラン
ダ、マーストリヒトで行われたライヴ公演を収録。

アンドレ・リュウ＆ヨハン・シュトラウス・オーケストラ「恋
におちて -マーストリヒト・ライヴ2016」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／マーストリヒトのフライトホフ広場で
行った白熱のライヴ！ここでのライヴはディナーショーのような雰囲気ではじまり、そして映画などか
らの美しいメロディ、クラシックの名曲などで客席は興奮状態に。ゲスト歌手も登場し、リュウ自身も踊
り出し、聴衆も踊り出す。

アンドレ・リュウ「アンダー・ザ・スターズ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイオ
リニスト＝アンドレ・リュウ。オランダのマーストリヒト市、フライトホフ広場で行った、アンドレ・リュウ楽
団に加え、the Harlem Gospel Choirとthe Soweto Gospel Choir、2組のクワイアが参加した、見どころ
満載のコンサート。

アンドレ・リュウ「アンド・ザ・ワルツ・ゴーズ・オン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイオ
リニスト＝アンドレ・リュウ。なんとこの作品にフィーチャーされている「The Waltz Goes On」は、あのイ
ギリスの名優、アンソニー・ホプキンスが50年以上前に作曲した楽曲。アンソニー・ホプキンス本人も
観客として登場します。

アンドレ・リュウ「アンドレ・リュウ・アット・シェーンブル
ン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイオ
リニスト＝アンドレ・リュウ。ウィーンのシェーンブルンで行われた、数多くのミュージシャンとコレボ
レーションした、お祭り騒ぎのような熱狂的ライヴを収録。老若男女問わず楽しめる作品です。

アンドレ・リュウ「ライヴ・イン・マーストリヒト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイオ
リニスト＝アンドレ・リュウ。日本でも幅広い人気を誇る彼の地元である、マーストリヒトでの熱演を納
めた映像作品。

アンドレ・リュウ「ワンダフル・ワールド -ライヴ・イン・
マーストリヒト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／マーストリヒトのボリソフにて、世界中
から集まった約1万人のファンの前で鮮やかに繰り広げられたコンサートの模様が映像作品になりま
した。1万人の聴衆 を熱狂させたこのゴージャスなイベントを見逃してしまった方も、この映像を一目
見ればアンドレ・リュウの虜になる事間違いなし。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

アンドレア・ボチェッリ「シネマ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／8,000万枚以上のアルバムを売り上げ
た今世紀最高峰のテノール歌手、アンドレア・ボチェッリ。2013年リリースの「情熱のラヴ・ソング」以
来、約2年ぶりにデイヴィッド・フォスターをプロデューサーとして迎えた2015年作品「シネマ」は、映画
の主題歌を中心に歌われた作品。そのコンサート映像を収録。

アンドレア・ボチェッリ「ライヴ・イン・トスカーナ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／8,000万枚以上のアルバムを売り上げ
た今世紀最高峰のテノール歌手、アンドレア・ボチェッリ。94年にデビューして以来、クラシックとポップ
スのチャートを席巻してきた彼の集大成的なコンサートの映像。ケニー・Gやサラ・ブライトマンら豪華
ゲストの登場など、見ごたえ抜群だ。

イーグルス「駆け足の人生 -ヒストリー・オブ・イーグル
ス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／名曲「ホテル・カリフォルニア」を生ん
だアメリカのスーパー・バンド、イーグルスのドキュメンタリー。イーグルスはザ・ビートルズやエルヴィ
ス・プレスリーらと並び、アルバムの総売上が1億枚を超える5組のアーティストの中のひとつ。

イマジン・ドラゴンズ「スモーク・アンド・ミラーズ・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ラスヴェガスから世界へと大きく羽ば
たき、今やロック界最も話題のロック・バンドとなったイマジン・ドラゴンズ。デビュー・アルバム「ナイト・
ヴィジョンズ」は全世界で400万枚以上、シングル「レディオアクティヴ」で第56回グラミー賞「最優秀
ロック・パフォーマンス」も受賞！

ウィーザー「イン・セッション 2009」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1994年にデビューし、2001年の通称
「グリーン・アルバム」で大ブレイクを果たし、“泣き虫ロック”と、そのエモーショナルかつユーモラスな
楽曲で中毒者を続出させたウィーザー。ヴォーカル＆ギターのリヴァース・クオモは日本人の女性と
結婚し、親日家としても知られている。

エイミー・リー「スピーク・トゥ・ミー」

配信中

“ゴス・プリンセス”エイミー・リー率いる、通算アルバム・セールス2,200万枚のグラミー受賞ヘヴィロッ
ク・バンド。2003年に『フォールン（Fallen）』でメジャー・デビューするやいなや、ヴォーカルのエイミー・
リーの力強くも儚い歌声が話題となり、へヴィロックというカテゴリーを超えて瞬く間に頂点へと駆け上
がった。待望のソロ・シングル。

エイミー・ワインハウス「アイ・トールド・ユー・アイ・ウォ
ズ・トラブル -ライヴ・イン・ロンドン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリスを代表するディーバのひと
り、エイミー・ワインハウス。ライブチケットは争奪戦でプラチナ化にもなったという噂のライブをドキュ
メンタリーと共に収録。10代の少女とは思えない驚愕の才能、その開花の瞬間を捉える。

エディ・ヴェダー「ウォーター・オン・ザ・ロード」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／The Whoの大ファンであり、チャリティ・
ライヴの企画で実際にThe Whoにメンバーとして1日加入したこともある、パール・ジャムのフロントマ
ン、エディ・ヴェダーの初となるソロ映像。パール・ジャム＆ソロのレパートリーを中心に、ボブ・ディラ
ンやキャット・スティーヴンスのカヴァーも収録。

エルヴィス・プレスリー「エルヴィス・ライヴ：25周年アニ
バーサリー・コンサート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／エルヴィス・プレスリー没後25周年を
記念し、2002年8月16日にテネシーで行われたコンサートの模様。エルヴィスの映像と共に彼のバン
ドメイトがステージに集結。演奏された28楽曲全てと舞台裏の映像等も収録。

エルヴィス・プレスリー「クラシック・アルバムズ：エル
ヴィス・プレスリー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／エルヴィス・プレスリーのデビュー・ア
ルバム「エルヴィス・プレスリー」を、当時のバンド・メンバー等のインタビューや、貴重な映像とともに
徹底検証した作品。

オアシス「ロード・ドント・スロー・ミー・ダウン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2005年に行われら「Don’t Believe
The Truth Tour」のツアードキュメント映像。ステージ裏のドキュメンタリー映像やバンドメンバーのイ
ンタビューなどレア映像収録。

カイザー・チーフス「ライヴ・アット・ザ・フィルモア、サン
フランシスコ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリスのリーズ出身のロックバンド
「Kaiser Chiefs」のThe Fillmoreでのライブ映像。

カサビアン「ライヴ！-ライヴ・アット・ジ・オーツー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／現在のUKロックバンドを代表するカサ
ビアンの2011年12月にO2アリーナで行われたライヴを映像化。現在進行形のUKロック最高峰となり
ながら、その研ぎ澄まされた切っ先は鈍ることがない！

カシミア・キャット「トラスト・ノーバディ feat.セレーナ・ゴ
メス＆トロイ・レーンズ」

配信中

リアーナ、アリアナ・グランデなどの楽曲を手掛けたことでも知られ、今最も注目される北欧出身のト
ラックメーカー。サマーソニックに単独来日公演と、2016年には日本でも大活躍し、その実力を証明し
た。

キクチリョウタ「Wonderland」

配信中

学生時代に動画配信サイトに“ばずぱんだ”名義で投稿した弾き語りカバー動画の再生数が、数十万
再生を超えるなど多くのフォロワーを産んだ。現在、音楽活動の他にCMナレーションなどの仕事も定
期的に行っている。耳元でささやく様な優しい歌声から張り上げた力強い歌声まで声の表情の広さ、
叙情的な楽曲は多くの支持を得ている。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

キクチリョウタ「星のむこう、銀河まで」

配信中

学生時代に動画配信サイトに“ばすぱんだ”名義で投稿した弾き語りカバー動画の再生数が、数十万
再生を超えるなど多くのフォロワーを産んだ。現在、音楽活動の他にCMナレーションなどの仕事も定
期的に行っている。耳元でささやく様な優しい歌声から張り上げた力強い歌声まで声の表情の広さ、
叙情的な楽曲は多くの支持を得ている。

キッス「ロックス・ヴェガス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2014年11月、KISSのデビュー40周年
ツアーの一環として行われたラスヴェガスのハードロックホテルでの公演を収録。通常はスタジアム
など大規模な会場でライヴを行う彼らだが、なんと4,000人規模のライヴハウスというプレミアムなス
テージ！！

きのこ帝国「愛のゆくえ」

配信中

映画『湯を沸かすほどの熱い愛』主題歌として書き下ろされた楽曲であると同時に、アルバム「愛のゆ
くえ」の支柱にして象徴たる楽曲。きのこ帝国の醍醐味でもあるエモーショナルな轟音と、切なくも甘
露なメロディが凛とした表情でその翼を広げてゆく様に否応なく感情が揺さぶられ、深く心を打たれ
る。

キャピタル・シティーズ「ヴォウェルズ」

配信中

キャピタル・シティーズは、2人のシンガーソングライター／マルティ・インストラメンタリスト、ライアン・
マーチャントとセブ・シモニアンからなるエレクトロ・ポップ・ロック・デュオ。

クイーン「クラシック・アルバムズ／オペラ座の夜」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／日本において絶大な人気を誇る、ク
イーンのドキュメンタリー作品。ブライアン・メイ、ロジャー・テイラーによる「オペラ座の夜」制作秘話や
プレイ映像、生前のフレディ・マーキュリーのインタビューなど貴重映像満載。

クイーン「ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年9月、祝来日！！数あるクイー
ンのライヴ映像の中でも最も高い人気を誇る、1986年に行われた“オリジナル”クイーンとしてのラス
ト・ツアー“マジック・ツアー”のハイライト、7月11、12日の2日間で15万人を動員したロンドン・ウェンブ
リー・スタジアムでのパフォーマンス！！

クイーン「輝ける日々」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年9月、祝来日！！当時のメン
バーや関係者への貴重なインタビュー、最新撮り下ろしインタビューなど、見逃せない映像が満載！
2011年5月29・30日に前編・後編にわけて英国BBCにて放送され、その商品化が強く望まれていたド
キュメンタリーが遂に登場。

クリーム「クラシック・アルバムズ：クリーム：カラフル・ク
リーム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／クリームの2ndアルバムにして代表作
である「カラフル・クリーム」の謎を解き明かす。メンバー（ジンジャー・ベイカー、ジャック・ブルース、エ
リック・クラプトン）はもちろん当時の関係者へのインタビューから、制作プロセスを分析・再現した驚
愕のドキュメント！

クリス・デ・バー「ビューティフル・ドリーム -ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年代よりイギリス、アイルランドで
主に活躍するシンガー・ソングライター、クリス・デ・バー。代表曲“Woman In Red”は数多くの映画、日
本でもドラマに使用される珠玉のバラード・ソングで、全英1位、全米3位を記録。今作は彼の1995年、
オーケストラと共に行ったステージの模様を収録。

クリス・デ・バー「フットステップス -ライヴ・イン・コン
サート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年代よりイギリス、アイルランドで
主に活躍するシンガー・ソングライター、クリス・デ・バー。代表曲“Woman In Red”は数多くの映画、日
本でもドラマに使用される珠玉のバラード・ソングで、全英1位、全米3位を記録。今作は彼の2009年
のワールドツアーのステージを収録。

ぐるたみん「WAKE UP」

配信中

やる気が出ない、嫌な日々を過ごしている。そんなつまらない日常を興奮と快感でぶっとばし、刺激
的な新しい毎日を「WAKE UP」させるシャープでダンスロックな一曲。エモーショナルロックな1stシン
グル「GIANT KILLING」とは全く違った角度から刺さる歌声は、聴く人の心臓を掴んで離さない。

クングス「アイ・フィール・ソー・バッド feat.エフェメラル
ズ」

配信中

1996年生まれのフレンチDJ、クングス。ロックを聞きながら育った中、17歳のころから楽曲制作、プロ
デュースを始める。30の国と地域のiTunesで1位を獲得する他、音楽検索アプリShazamでは、世界
チャートにおいて驚異の11週連続1位を獲得！期待の新人DJであることは間違いなし！

ゲイリー・バーロウ「ゲイリー・バーロウ・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Take Thatのフロントマン、メインソン
グライターにして、2012年6月、20年以上に渡る音楽業界での活躍と慈善活動により大英帝国勲章の
オフィサー（OBE）をも叙せられたゲイリー・バーロウのソロ・ライヴ。

ゴッドスマック「ライヴ・アット・ホワイト・リバー・アンフィ
シアター 2014」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フロントマンのサリー・エルナが旧友と
共にバンド活動を行い、幾度にもわたるメンバー変遷を経てゴッドスマックは形成。1998年にメ
ジャー・デビュー・アルバム『ゴッドスマック』を発表。最終的にこのアルバムは全米のみで300万枚を
越すセールスを記録。

ザ・ガスライト・アンセム「ザ・ガスライト・アンセム・ライ
ヴ・イン・ロンドン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2005年にアメリカ、ニュージャージー
で結成。社会的なテーマを取り上げ、その気合いの入ったサウンドとスタイルには、かのブルース・ス
プリングスティーンもほれ込み、ステージに飛び入り参加したほど。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

ザ・スマッシング・パンプキンズ「オセアニア：ライヴ・イ
ン・ニューヨークシティ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全米アルバム・チャート4位、インディ
ペンデント・チャート1位を記録した7枚目のスタジオ・アルバム『オセアニア』を引っさげ行われていた
全米ツアー。NYはブルックリンのバークレイズ・センターで12/10（月）に組まれ行われたスマッシン
グ・パンプキンズのパワフルな最高のライヴ！

ザ・タイド「クリック・マイ・フィンガース」

配信中

ザ・タイドは、ザ・ヴァンプスがVirgin／EMIを通じて設立したレーベルとサインした初のアーティスト。
彼らはそれぞれアメリカ国内の異なる地域出身で、YouTubeにアップした動画を介して仲間となったと
いう、ザ・ヴァンプスと同じ道をたどって結成された。

ザ・バンド「クラシック・アルバムズ：ザ・バンド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アメリカン・ロックの歴史に燦然と輝く
不朽の名作、1969年に発表されたザ・バンドのアルバム『ザ・バンド』を、ロビー・ロバートソン他メン
バーや制作スタッフ自らが振り返るドキュメンタリー映像。エリック・クラプトンやジョージ・ハリソンの貴
重な証言も収録。

ザ・ビーチ・ボーイズ「グッド・ヴァイブレーションズ・ツ
アー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アルバム「15ビッグ・ワンズ」発売後の
アメリカ・ツアー、カリフォルニア・アナハイム・スタジアムでのライブを中心に構成された、1976年にア
メリカで放映されたテレビ番組！

ザ・ビーチ・ボーイズ「ライヴ・アット・ネブワース」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1980年6月21日にイギリス、ハート
フォードシャーのネブワース公園で行われたザ・ビーチ・ボーイズのライブを収録。6人編成として最後
のパフォーマンスとなった伝説のライブの映像作品。

ザ・フー「クラシック・アルバムズ：フーズ・ネクスト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブリティッシュ・ロックを代表するザ・
フーの最高傑作「フーズ・ネクスト」の制作過程を、メンバーの解説と豊富なライブ映像と共に贈る音
楽ドキュメンタリー

ザ・フー「ザ・キッズ・アー・オールライト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／THE WHOの「The Kids Are Alright」の
完全版念願のDTS音声を収録！1978年に制作された本作品は、モンタレーポップフェス、ウッドストッ
ク、貴重な初期のLIVEパフォーマンス映像を集大成したLIVEドキュメンタリー作品。

ザ・フー「ライヴ・アット・ワイト島・フェスティヴァル
2004」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年の伝説のライヴから34年、再
びワイト島のステージに立ったザ・フーを捉えた映像作品が登場！収録されたのは2004年6月12日、
フェス中日のメインステージにて、ヘッドライナーを務めた時のもの。

ザ・フー「ライヴ・イン・テキサス 1975」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年代中期の数少ないザ・フーの
映像を発掘！アルバム「BY NUMBERS」に合わせて行われた1975年のUSツアーより、テキサスでの
公演映像。

ザ・フー「ワイト島のザ・フー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／現在では再現不能なオリジナル・メン
バーによる全盛期の演奏を捉えた傑作中の傑作ライヴ。「アイ・キャント・エクスプレイン」他のヒット曲
や、コンセプト・アルバム『トミー』からのナンバーなどが選曲され、キース・ムーンの破天荒なドラミン
グに象徴されるように、ド迫力のロック・グルーヴが展開される内容。

ザ・フー「四重人格：キャン・ユー・シー・ザ・リアル・
ミー？」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1973年に発表された、The Whoの傑
作アルバム「四重人格」の制作に迫るドキュメンタリー。レコーディングでのセッション、インタビュー、
そして当時のライヴ映像も収録された、ファン必見の作品です。

ザ・フー「四重人格：ライヴ・イン・ロンドン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2013年7月8日の公演では、ザ・フー
は盤石の布陣でアルバムを曲順に完全再現、さらには数々のヒット・ナンバーを演奏するスペシャ
ル・セットも加えられた。映像は彼らがホームタウンの観衆を前に「ザ・リアル・ミー」、「ドクター・ジ
ミー」など次々にダイナミックなパフォーマンスを繰り広げる姿を捉えた。

ザ・フラテリス「エッジー・イン・ブリクストン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラスゴー出身のロック・バンド、フラ
テリスが2007年3月にブリクストン・アカデミーで行なったライヴの模様を収録。ヒット曲「ヘンリエッタ」
「チェルシー・ダガー」など、ノリノリのナンバーを多数披露している。

ザ・ルミニアーズ「アンジェラ」

配信中

悲しみから生まれ、情熱に磨かれるネオ・フォーク・ロック！全米アルバム・チャート最高位2位を記録
したデビュー・アルバム『ザ・ルミニアーズ』で全世界でブレイクを果たしたザ・ルミニアーズ。セカンド・
アルバム『クレオパトラ』は全米アルバム・チャート及び全英アルバム・チャートで1位を獲得。

ザ・ローリング・ストーンズ「ザ・ローリング・ストーンズ・
アット・ザ・マックス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／日本のファンにとって記念すべき初来
日となった「スティール・ホイールズ／アーバン・ジャングル・ツアー」から、1990年夏のロンドン公演と
トリノ公演を中心に、ジュリアン・テンプルがアイマックス方式で撮り下ろしたライヴ映像作品。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

サラ・マッケンジー「パリス・イン・ザ・レイン」

配信中

2015年にJAZZ名門レーベルimpulse！よりデビューしたサラ・マッケンジーの2年ぶりの作品。メルボ
ルン生まれの彼女だが、2015年にはパリに移住。まさにそのパリを舞台にした一曲。

サリフ・ケイタ「ザンドライヴ2010」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アフリカ・マリ出身のシンガー・ソング
ライター、サリフ・ケイタのアルバム。自身のルーツであるアフリカ伝統音楽と現代音楽を融合したサ
ウンドは唯一無二。カリスマ的なルックスと雄々しい歌声が楽曲の神秘性をより一層高めている。

サンタナ「グレイテスト・ヒッツ・ライヴ・アット・モント
ルー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／最高のヒット曲の数々、クラシック・ア
ルバムのナンバー、デビュー・アルバムから2010年の［ギター・ヘブン］に至るまでのカバー・バージョ
ンを、披露した2011年のコンサートはまさに圧巻。これぞ究極のサンタナのライブ・コンサート、見逃せ
ない至極のステージ。

サンタナ「セイクレッド・ファイアー -サンタナ・ライヴ・イ
ン・メキシコ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1993年5月にデビュー25周年を記念し
て母国メキシコで行われたステージの模様を捉えた名作ライヴ映像。「哀愁のヨーロッパ」、「ブラッ
ク・マジック・ウーマン」他、新旧ヴァラエティ豊かな選曲で収録。

サンタナ・アンド・フレンズ「ピース・コンサート -ライヴ・
アット・モントルー 2004」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2004年、モントルー・ジャズ・フェスティ
バルで行なわれた奇跡のセッション“平和の賛歌”。チック・コリア、ハービー・ハンコック、ウェイン・
ショーター、スティーヴ・ウィンウッドほか豪華な顔ぶれが集ったスピリチュアルなパフォーマンスが堪
能できる。

ジェイク・バグ「プット・アウト・ザ・ファイアー」

配信中

新世代のロックン・ロール・ヒーロー！2012年のデビュー以来、英国でもっとも話題となったノッティン
ガム出身のシンガー・ソングライター、ジェイク・バグ。とことんリアルで、自らの世代の抱える絶望と希
望をうたうUKロックの先達が認めた若き新星、待望の3枚目のアルバムからのシングル曲。

ジェイク・バグ「ライヴ・アット・iTunes フェスティヴァル
2012」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／UKの新世代ロック・ヒーロー、ジェイ
ク・バグ。その年齢からは予想もつかないプレイ・スタイルは全世代のロック・ファンを熱くさせる。シン
ガーとしての才能はもちろん、ギターの腕も超一流！ブルージーなサウンドを利かせるギターは必
見！

ジェイク・バグ「ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート
ホール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／新世代のロックン・ロール・ヒーロー！
2012年に英国でもっとも熱い話題となったノッティンガム出身のシンガー・ソングライター ジェイク・バ
グ。とことんリアルで、自らの世代の抱える絶望と希望をうたう今最もエキサイティングなアーティスト
のライヴ！

ジェームス・ブラウン「ライヴ・アット・モントルー1981」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／多くのアーティストに影響を与えた、
ファンクの帝王ジェームス・ブラウンが映画『ロッキー4』の主題歌「Living In America」で復活を遂げる
過程期を捉えた1981年のモントルーでのパフォーマンスを収録。次々と繰り出されるファンク・クラシッ
クの数々を堪能できる！

ジェーンズ・アディクション「ライヴ・イン・ニューヨークシ
ティ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2011年10月にCapitol Recordsよりリ
リースされた4作目のアルバム「The Great Escape Artist」をサポートするツアーの模様を収録。2012
年12月29日“Theatre of the Escapists”と銘打たれた北米ツアーのニューヨーク公演を収録。

ジェニファー・ロペス「ダンスアゲイン」

配信中

字幕／本作は、ジェニファー・ロペスが2012年に行った大規模なワールド・アリーナ・ツアーの公式ド
キュメンタリーフィルム。彼女のヒット曲のライブ映像を始め、ツアー中のジェニファー・ロペスやスタッ
フへの密着映像を通して、彼女たちが日々直面する様々なドラマを映し出していく。

シェネル「Baby I Love U（English Ver.）」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「Burning Love」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「Destiny」

配信中

祝デビュー10周年！2年4か月ぶりのニューアルバム発売。アルバムをリードするのはこの曲、TBS系
金曜ドラマ『リバース』（主演・藤原竜也×原作・湊かなえ）主題歌！

シェネル「Fall In Love」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

シェネル「Happiness feat. 松下奈緒」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「I WILL」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「Story」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「Sunshine Girl（English Ver.）」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「アイシテル」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「ずっと（English Ver.）」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

シェネル「愛の歌」

配信中

ロサンゼルス在住、洋楽・邦楽の境界を越えて、いま最も注目を集めている“トータル・ダウンロード
数1,000万突破”の実力派シンガー。2011年「ベイビー・アイラブユー」の英語カヴァーで大ブレイク、
300万ダウンロードを突破し“ラブソング・プリンセス”と称される。カヴァー・アルバム『ラブ・ソングス』
は50万枚突破、日本ゴールドディスク大賞を受賞。

ジェフ・ヒーリー・バンド「ライヴ・イン・ベルギー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／盲目であることで知られ、膝にギター
を乗せギターをプレイするという独特なスタイルで信じられないようなフレーズを弾き出すジェフ・ヒー
リー率いるバンドがベルギーで行った白熱のライヴを収録。

ジェファーソン・スターシップ「ザ・ディフィニティヴ・コン
サート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。また、一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承くだ
さい。／ジェファーソン・エアプレインとして1960年代から活躍をし、その後、ジェファーソン・スターシッ
プとバンド名を改め、様々な音楽性を吸収し進化していくロック・バンドの、まさに最盛期とも言える
1983年、カナダのバンクーバーで行われたライヴの模様を収録。

ジミ・ヘンドリックス「クラシック・アルバムズ：エレクト
リック・レディランド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ジミ・ヘンドリックスが初のセルフ・プロ
デュースを務めたアルバム“エレクトリック・レディランド”を、アルバム参加ミュージシャンたちが徹底
解説したファン必見の作品。

ジャック・ジョンソン「コンサート -ライヴ・ヒッツ・コレク
ション」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／映像には、嵐のUK、ニューキーや、超
満員のロンドン・ハイド・パークでのライヴなど、愛と感動に満ちたヨーロッパ・ツアーの模様を収録！
インタビュー映像など、ツアー中のオフショット・シーンも満載でロード・ムービー的要素も盛り込まれ
ている作品！

ジョー・コッカー「メトロポール・ベルリン 1980 アクロス・
フロム・ミッドナイト・ライヴ・イン・ベルリン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／森の劇場という意を持つ、ワルト
ビューネ（Waldbuhne）野外音楽堂で1980年に行われたライヴの模様を収録。「Delta Lady」、「Up
Where We Belong」、「With A Litle Help From My Friends」、「The Letter」等を披露する。

ジョナス・ブルー「ママ feat. ウィリアム・シンジ」

配信中

イギリス出身のDJ、ソングライター、ミュージシャン、プロデューサー。ロンドンをベースにハウスDJ／
プロデューサーとして活動を開始。“トロピカル・ハウス”というジャンルにおいての代表的なDJとして
活躍中、デヴィッド・ゲッタのツアーのオープニングDJなども務める。

ジョニー・キャッシュ「ライヴ・アット・モントルー1994」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／初期のロカビリーサウンドを生み出し
た伝説的なアーティスト、ジョニー・キャッシュが94年にスイスのモントルーで行ったライブの模様を収
録。エルヴィス・プレスリーらと並ぶサン・レコードが生んだ最上級アーティストの名曲の数々を味わえ
る。

ジョン・デンバー「ライヴ・イン・イングランド 1986」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界で4000万枚以上のセールス記
録を持つ、アメリカの国民的フォーク＆カントリーシンガー、ジョン・デンバーが86年にイギリスで行っ
たコンサートの模様を収録。「ロッキー・マウンテン・ハイ」「緑の風のアニー」「故郷へ帰りたい」等を披
露する。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

ジョン・デンバー「ライヴ・イン・ジャパン 1981」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アメリカの国民的フォーク＆カントリー
シンガー、ジョン・デンバーが81年に東京で行ったコンサートの模様を収録。「悲しみのジェット・プレー
ン」「故郷へ帰りたい」「グッバイ・アゲイン」「さすらいのカウボーイ」ほか全25曲を披露する。

ジョン・フォガティ「ザ・ロング・ロード・ホーム -ザ・コン
サート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／元CCRのメンバー、そして今も活躍を
し続ける伝説的シンガー・ソングライター、ジョン・フォガティ。「雨を見たかい」「フール・ストップ・ザ・レ
イン」など、彼の代表的な曲を惜しげもなく披露しまくる、2005年9月、ロサンゼルスでの公演を収録。

ジョン・マーティン「アット・ザ・BBC」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フォーク、ロック、ジャズを飛び越え幅
広い音楽性を持つイギリスのシンガー・ソングライター、ジョン・マーティン。2009年には大英帝国勲章
を受章、しかし惜しくも同年にこの世を去ってしまった。そんなジョンの歴史をたどる、1970年代から80
年代のBBCでのスタジオ・ライヴ・パフォーマンスを収録。

ジョン・メイオール「70th バースデイ・コンサート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブリティッシュ・ブルースの重鎮、ジョ
ン・メイオールの生誕70年を記念して、2003年7月19日にユニセフ主催によりリヴァプールで行われた
コンサートの模様を収録。歴代ギタリスト、エリック・クラプトン、ミック・テイラーをフィーチャー。

ジョン・メイオール「ザ・ゴッドファザー・オブ・ブリティッ
シュ・ブルース／ターニング・ポイント」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリスのブルース・ロック・ミュージ
シャン、ジョン・メイオールのアルバム「ターニング・ポイント」のアルバム・ドキュメンタリー。

ジョン・レノン「クラシック・アルバムズ：メイキング・オ
ブ・『ジョンの魂』」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ビートルズ解散後の1970年、ジョン・
レノンがソロ名義で発表した初ソロアルバム。ありのままの自分に向き合う姿を1枚のアルバムで表
現したという意味で、この作品が同時代および後世のアーティストに与えた影響は計り知れない。当
時のレアな映像などがふんだんに盛り込まれた、全てのロックファン必見の内容！

シン・リジィ「ライヴ・アンド・デンジャラス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブライアンとスコットが在籍した黄金期
のグループの、ベスト・トラックが選曲された名ライヴ・アルバム。ライヴ・バンドとしての実力が存分に
堪能できる。オリジナルは1978年リリース。

ズッケロ「ZU＆CO. -ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アル
バート・ホール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／日本では布袋寅泰との競演が記憶に
新しい、イタリアの国民的ブルース・シンガー、ズッケロ。彼の数々の名曲を超豪華アーティストが競
演し、再現！エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、B.B.キング、ジョン・リー・フッカー、そしてQueenのブ
ライアン・メイ！まさにギタリストのドリーム・チーム！

スティーヴィー・ワンダー「ライヴ・アット・ラスト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1959年創立の伝説的なレーベル、
モータウン所属の至宝、スティーヴィー・ワンダーの初となるオフィシャル・ライヴ映像！この記念すべ
きライヴ映像が収録されたのは2008年10月、ロンドンのO2アリーナ。10年以上訪れていなかったヨー
ロッパを久し振りにツアーした際のライヴ映像。

スティング「ライヴ・イン・ベルリン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／祝！！2017年6月来日！！スティング
が英国の名門楽団、ロイヤル・フィルハーモニック・コンサート・オーケストラと共演、2010年9月21日
のドイツ・ベルリン公演を収録。THE POLICEの楽曲もソロの楽曲も、オーケストラ・アレンジで新たな
魅力を輝かせています！！

ステファン・ベルモンド「コンサート・アット・ジャズ・スー・
レ・ポミエ2011」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フランス出身、20年以上のキャリアを
誇る実力派JAZZトランペッター、ステファン・ベルモンド。過去には東京JAZZへの出演もあり、日本で
の人気も高い。

スヌープ・ドッグ「パフ・パフ・パス・ツアー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ケイティ・ペリーの「California Gurls」で
の客演でも知られる、カリフォルニアで活躍するラッパー、スヌープ・ドッグのマイアミ、ダラス、ニュー
オリンズ、他、アメリカ各地をまわったパフ・パフ・パス・ツアーを追ったライブ映像。ライブの模様の他
に、インタビューやオフショットなども収録。

スノウ・パトロール「ライヴ・アット・サマセット・ハウス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界アルバム・トータル・セールス
1100万枚突破！心にしみいる美メロ・ロックの雄 スノウ・パトロール。ディストーションの効いたギ
ター・ポップ／ロック・サウンドが心地好い、英国で行なった野外ライヴの模様を収録。

スパイス・ガールズ「ガール・パワー！-ライヴ・イン・イ
スタンブール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界31ヵ国でNo.1という驚異的な
セールスを記録したデビュー・シングル「ワナビー」をはじめ､世界中のチャートを占拠した大ヒット曲を
網羅したスパイス・ガールズ。1997年10月にトルコのイスタンブールで行われたライヴを収録。

スパイス・ガールズ「ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジ
アム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界31ヵ国でNo.1という驚異的な
セールスを記録したデビュー・シングル「ワナビー」をはじめ､世界中のチャートを占拠した大ヒット曲を
網羅したスパイス・ガールズ。1998年11月にイギリスのウェンブリー・スタジアムで行われたライヴを
収録。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

セレイナ・アン「青い空と私」

配信中

中学生からギターを始め、2014年に自身のYouTube公式チャンネル「Celeina Ann’s Channel」で洋楽
カバーをアップし注目を集め、同年11月27日にリリースしたデビューミニアルバム『We Are One』はメ
ジャーアーティストを抑え、iTunesアルバム総合ランキングで堂々の4位を獲得。

ダーティ・プリティ・シングス「ダーティ・プリティ・シング
ス -ロック・オン・セーヌ 2006」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ピート・ドハーティとともにリバティーン
ズで活躍したカール・バラーの新バンド。アラン・マッギーが力を入れているバンドで、英国では話題と
なった彼らのフランスでのフェスのライヴ映像。

ダーティ・プリティ・シングス「パフィン・オン・ア・コフィン
-ライヴ・アット・ザ・フォーラム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ピート・ドハーティとともにリバティーン
ズで活躍したカール・バラーの新バンド。アラン・マッギーが力を入れているバンドで、英国では話題と
なった彼らのデビュー直後のライヴ。

タイラツバサ「愛のフェニックス」

配信中

THE LOVEのボーカル平義隆と、元自衛隊シンガーソングライター立川翼のユニット。福岡と宮崎を直
行でつなぐ高速バスのフェニックス号をテーマに、遠距離恋愛を描いたラブソング！

ダスティ・スプリングフィールド「ライヴ・アット・BBC」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1960年代“スウィンギン・ロンドン”を
彩ったブルー・アイド・ソウルの歌姫、ダスティ・スプリングフィールドの若かりし時代のTVライヴ映像
集。BBCが有するアーカイヴの中からベスト映像が厳選されており、ゲスト・アーティストも必見の大
物揃いだ。

チェイス＆ステイタス Feat.トム・グレナン「オール・ゴー
ズ・ロング」

配信中

ソウル・ミルトンとウィル・ケナードによる、UKが誇る売れっ子プロデューサー・デュオ、チェイス＆ステ
イタス。2009年5月にUNIVERSAL PUBLISHINGとのメジャー出版契約を結び、ROC NATIONと密接に
仕事をするようになって以来、チェイス＆ステイタスはいくつもの素晴らしい作品に関わっている。

チェイス＆ステイタス「ライヴ・アット・ブリクストン・アカ
デミー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ロンドン出身のプロデューサー・デュ
オ、チェイス＆ステイタス。ドラムンベースやダブステップなどのダンス・ミュージック、ロック、ヒップ
ホップを呑み込む怒涛のテンションとサウンドスケープがたまらない。

チャン・グンソク「抱きしめたい」

配信中

歌手としては、2010年に日本デビュー。1stシングル、1stアルバム共に、オリコン・アルバムランキン
グ初登場1位を記録し、海外男性ソロ史上初の快挙となった。2010年からはアジアツアーを行うなど、
“韓流”という枠を超えたエンターテイナーである。

ティアーズ・フォー・フィアーズ「シーンズ・フロム・ザ・
ビッグ・チェア」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1985年発表の2ndアルバム『ソング
ス・フロム・ザ・ビッグ・チェア』で世界的な成功を収めたティアーズ・フォー・フィアーズの全盛期のライ
ヴを収録した映像集。プロデューサー、クリス・フューズの未公開インタビューも特別収録。

デイヴィッド・ギャレット「ロック・シンフォニー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Classics get Rocked！クラシックと
ロックの衝撃的な出会い！！クラシックとロックをクロスオーヴァーさせて、新たな歴史を切り開く鬼才
デイヴィッド・ギャレット！！既成概念をぶち破ったロック・スピリット溢れる孤高のスーパー・ヴァイオ
リニストの演奏は圧巻！！

ティエスト「オン・マイ・ウェイ feat.ブライト・スパークス」

配信中

ジャンルを超越して「Tiesto」という名の世界的ブランドを確立したアーティスト、ティエスト。グラミー賞
にノミネートされ、様々なMTVアワードを受賞し、2004年アテネ・オリンピックの開催式で数億人の視
聴者を前に演奏し、あのマダム・タッソー館にまで殿堂入りするなど、彼のキャリアからは数多くの輝
かしい達成が挙げられる。

テイク・ザット「ザ・サーカス・ライブ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フットボールの聖地、ウェンブリー・ス
タジアムでの熱狂的な“The Circus Live”のツアー・ファイナル伝説のAbbey Road Studiosでの親密な
ライヴ・パフォーマンスを収録。

テイク・ザット「プログレス・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オリジナル・メンバーでの再結成を果
たしたTake Thatの2010年11月発表のアルバムを引っ提げて行われたライヴを収録。ツアーのチケッ
トはなんと15分で売り切れ、まさに黄金期を彷彿させる盛り上がりと、ファンの期待を100％裏切らな
い内容。

テイク・ザット「ライヴ 2015」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／デビューから25年、今もUKの音楽
シーンを牽引する国民的ボーイズ・バンド、Take That。3人体制になってからの初ライヴ作品。

テイク・ザット「ライヴ・イン・マンチェスター」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ロビー・ウィリアムスを除いて再結成さ
れた、テイク・ザットのライヴ映像作品。50万人を動員した2006年夏のツアーから、マンチェスターで
のステージを収録。「PRAY」や「エヴリシング・チェンジズ」など、往年のヒット曲が甦る。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

テイク・ザット「ルック・バック、ドント・ステア -ア・フィル
ム・アバウト・プログレス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オリジナル・メンバーでの再結成を果
たしたTake Thatの2010年11月発表のアルバム「プログレス」。そのUKポップ・ミュージック界に激震を
起こした奇跡のドキュメンタリー。

ティグラン・ハマシアン「コンサート・アット・ジャズ・
スー・レ・ポミエ2011」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1987年、アルメニア生まれの世界が
今最も注目する若手天才ピアニスト、ティグラン・ハマシアン。JAZZ、クラシック、さらにはロック、エレ
クトロからも影響を受け、そこに故郷アルメニアの音楽まで取り混ぜた音楽性は唯一無二。

ティグラン・ハマシアン「ラ・ニュイ・デュ・ピアノ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1987年、アルメニア生まれの世界が
今最も注目する若手天才ピアニスト、ティグラン・ハマシアン。JAZZ、クラシック、さらにはロック、エレ
クトロからも影響を受け、そこに故郷アルメニアの音楽まで取り混ぜた音楽性は唯一無二。

ティナ・ターナー「ライヴ・イン・アムステルダム -ワイル
デスト・ドリームス・ツアー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／96年のワイルデスト・ドリームス・ツ
アーより、9月のアムステルダム・アリーナにおけるステージを収録。「ミッシング・ユー」「ゴールデンア
イ」ほか、全21曲。

ティナ・ターナー「ライヴ・イン・リオ ’88」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1988年1月、リオデジャネイロ・マラカ
ナ・スタジアムにて行われたライヴの模様を収録。「愛の魔力 ホワッツ・ラブ・ゴートゥー・ドウ・ウィズ・
イット」「プライベート・ダンサー」他を収録！

デュラン・デュラン「ア・ダイヤモンド・イン・ザ・マインド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1981年のデビュー以来、30年以上に
わたってUKシーンを常にリードしてきたデュラン・デュランの最新ライヴ映像！ヒット曲に次ぐヒット曲
が飛び出す、歌って踊れる最高のエンタテインメント！

ドアーズ「ストーリー・オブ L.A.ウーマン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年にデビュー50年を迎える、ド
アーズの1971年にリリースされた、ジム・モリソン参加の最後のアルバム、「L.A.ウーマン」の制作にま
つわるドキュメンタリー。

ドアーズ「フィースト・オブ・フレンズ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年にアルバムデビューから50年
を迎えるドアーズ。2017年からは1月4日がアメリカのロザンゼルスでドアーズの日に制定されるな
ど、高い盛り上がりを見せている。そんな彼らのドキュメンタリー映画作品。

ドアーズ「ライヴ・アット・ハリウッド・ボウル ’68」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ロックを繙く上で欠かせないバンド、ド
アーズ1968年夏のハリウッド・ボウルでの公演を収めた作品が、最新デジタル・リマスターにより鮮明
な画質で蘇る。

ドアーズ「ライヴ・イン・ヨーロッパ 1968」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1968年に行われたドアーズのヨーロッ
パ・ツアーのライヴ映像を中心に、ツアーに同行したジェファーソン・エアプレインのポール・カントナー
とグレース・スリックが当時のドアーズ（ジム・モリソン）について証言したものを交えた映像作品。

ドゥービー・ブラザーズ「ライヴ・アット・ウルフ・トラップ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／これぞアメリカン・ロックの王道！ウェ
スト・コースト・ロックの代表バンドとして1970年代から活躍を続けるドゥービー・ブラザーズの2004年
ヴァージニア州でのグレイテスト・ヒッツ・ライヴ。トム・ジョンストンとパット・シモンズを中心に、キー
ス・ヌードセンのドラミングをフィーチュアした最後の映像。

ドゥービー・ブラザーズ「ライヴ・アット・ザ・グリーク」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／懐かしさと感動的な名曲満載の解散
ツアーパフォーマンス！！1982年カリフォルニアのバークレー、グリーク・シアターで収録された本コ
ンサートはドゥービー・ブラザーズの［フェアウェル・ツアー］の大トリ。心を揺り動かされるその夜を最
後に、5年ものあいだ彼らのギグは聴かれなくなる。

ときめき 宣伝部「ガンバ！！」

配信中

スターダストプロモーション芸能3部に所属、きみのハートにロックオンっ！「ときめき 宣伝部」野を超
え、山を越え、ときめく何かを宣伝するために彼女たちは今日も歌う…かなみん、おはる、ひとちゃ
ん、ひよりん、まこの5人。

トラジカリー・ヒップ「トラジカリー・ヒップ・イン・ボブケイ
ジョン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／カナダの国民的フォーク・ロックバン
ド、トラジカリー・ヒップ。その人気は通りの名前になるほどだが、2016年5月にヴォーカリストのゴー
ド・ダウニーが末期の脳腫瘍であることを公表し、その年の8月に最後の公演を開催し話題となったの
は記憶に新しい。

トロイ・シヴァン「ヘヴン」

配信中

南アフリカ出身、オーストラリア育ちのシンガー・ソングライター。子供の頃は俳優として活躍し、『ウル
ヴァリン：X-MEN ZERO』（2009）ではヒュー・ジャックマン演じる主人公の幼少期を演じた。カッティング
エッジで心地よいビート、透明感のあるサウンド、クールでソウルフルなヴォーカルが奏でる独自の世
界観に、音楽ファンの注目が集まっている。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

ナイトウィッシュ「フロム・ウィッシュ・トゥ・エタニティ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フィンランドの国民的女性シンフォニッ
ク・メタル・バンド、ナイトウィッシュ。2000年12月9日にフィンランドの都市、タンパーレで行われた公演
を収録。惜しまれつつ脱退した、カリスマ的女性ボーカリスト、ターヤのオペラティック・ボーカルは鳥
肌モノ！！

ナイン・インチ・ネイルズ「ビサイド・ユー・イン・タイム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／作品を生み出すごとに新たな世界を
切り拓く鬼才、トレント・レズナー。本作は、2006年の北米ツアーやミュージック・ビデオなどを収めた
映像作品。

ニルヴァーナ「クラシック・アルバムズ：ネヴァーマイン
ド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／90年代のカリスマ、オルタナティヴ、グ
ランジを確立させたニルヴァーナのメジャー・デビュー作となった2ndアルバム『ネヴァーマインド』の制
作過程をオリジナル・マルチトラック・テープと、関係者のインタビューで振り返る。

ニルヴァーナ「ライヴ・アット・ザ・パラマウント」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1991年10月31日、シアトルの
Paramount Theaterで行われたハロウィーン・コンサート。フル・セットリスト、19曲。

ニルヴァーナ「ライヴ・アット・レディング」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／遂に姿を現したニルヴァーナ絶頂期
の伝説のライヴ！1992年8月30日の英国レディング・フェスティヴァル最終日にフロント・アクトとして
登場したニルヴァーナの衝撃パフォーマンスを収めた。

ノラ・ジョーンズ「ライヴ・イン・ニューオリンズ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全14曲はアルバム未収録の作品も含
むライヴ・ヴァージョンでのノラの真実を伝えてくれる。21世紀初頭が生んだ最も重要な歌手となりつ
つあるノラ・ジョーンズの2002年8月、ニューオリンズ「House Of Blues」で行なわれた“円熟の”ライヴ
の模様を収録。

ハート＆ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ「ラ
イヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・ホール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年6月にロイヤル・アルバート・
ホールにて行われた、ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラとのライヴ。「マジック・マン」「バラ
クーダ」「アローン」など、あのハートの名曲がオーケストラ・アレンジで甦る！！

ハードウェル、オースティン・マホーン「クリーチャーズ・
オブ・ザ・ナイト」

配信中

世界No.1 DJ／プロデューサーのハードウェルと、ポップミュージックのジャンルで数々の賞を受賞し
てきたオースティン・マホーン。新たな時代の到来を感じさせる2大スターによるニュー・シングル。

パーマ大佐「森のくまさん」

配信中

パーマ大佐が自身の歌ネタ「森のくまさん」でメジャーデビュー！（2016年12月6日リリース）誰もが耳
にしたことのある文部省唱歌「森のくまさん」にBメロとサビをつけ加え歌詞のストーリーを完成させる
という新しいアプローチで作られた歌ネタ。

ハヴァナ・ブラウン Feat.ダーウィン「ライク・ライトニン
グ」

配信中

『Crave』という自身のミックス・コンピレーション・アルバムのシリーズのリリースがきっかけとなり、シ
ンガーとしてのデビュー・シングル「ウィー・ラン・ザ・ナイトfeat.ピットブル」が全米ビルボード・ダンス・
クラブ・チャートで1位を獲得し、続けて「ビッグ・バナナfeat.リハブ＆プロフェット」や「フラッシング・ライ
ツ」も同チャート1位獲得！

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最高
峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、戦争で傷ついた子供たちのために、エリック・
クラプトン、エルトン・ジョン、シェリル・クロウ、3大テノールらと競演。当時、6月29日の東京公演（国立
競技場）を皮切りに世界ツアー。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ フォー・カンボジア・アンド・チベット」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最高
峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、エンリケ・インレシアス、カエターノ・ヴェロー
ゾ、トレイシー・チャップマン、ユーリズミックス等様々なジャンルのアーティストと共に行われたチャリ
ティ・ライヴ。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ フォー・グアテマラ・アンド・コソボ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最高
峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、グアテマラとコソボの子供たちへのチャリティ
のために、マライア・キャリー、B.B.キング、ライオネル・リッチー、リッキー・マーティンらと競演。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ フォー・ザ・チルドレン・オブ・ボスニア」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最高
峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、ボスニアの子供たちのために、U2ボノ、ジ・エッ
ジ、ブライアン・イーノ、クランベリーズのドロレス、マイケル・ボルトン等の超豪華アーティストと競演。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ2」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最高
峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、ブライアン・アダムス、アンドレア・ボチェッリ、
そしてマイケル・ケイメンをコンポーザーに迎え、一流のアーティストと共に行われたチャリティ・ライ
ヴ。

タイトル

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ フォー・ウォー・チャイルド」

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

パクドル「Perfect Match」

配信中

彼の放つオーラとカリスマ性は、言葉通り“この世のものとは思えない”…！？セクシーかつパワフル
なバックダンサー＜パクドラゴン＞を従え、圧倒的なダンスパフォーマンスとステージングで万人を魅
了するK-POPスーパースター、＜パクドル＞。

ハジ→「道。」

配信中

2016年は配信サイト1位獲得した「絆。」、収録曲総再生回数4,000万回を超えるモンスターアルバム
「超ハジバム3。」をリリースし、日本最大級の動画コミュニティMixChannelでの楽曲再生回数No1男性
アーティストとして若者内で話題を呼んできたハジ→の2017年第1弾シングル！

ハジ→「約束。」

配信中

10000％現場叩き上げの圧巻のLIVEパフォーマンスと「ラップするように歌い、歌うようにラップする」
ハジ→のスタイルは、まさに唯一無二のハジ→ワールド。「シンガーソング・エンターテイナー」を自称
するハジ→、2016年10月発売の待望のNEW ALBUM「超ハジバム3。」からの、リードトラック。

バスティル「センド・ゼム・オフ！」

配信中

映画「バッドランド」に影響され自身でミュージック・ビデオを制作したシングル「フローズ」や、「ローラ・
パーマー」EPで注目を集めたUKはサウス・ロンドン出身のロック・バンド。

バッド・カンパニー「ライヴ・アット・ウェンブリー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オリジナルメンバーで再結成を遂げた
ブリティッシュ・ロックの王道を突き進むバッド・カンパニーの2010年4月11日ロンドン『ウェンブリー・ア
リーナ』でのステージを完全収録！「レディ・フォー・ラヴ」「シューティング・スター」など全16曲。

パティ・スミス「ライヴ・アット・モントルー 2005」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／本作はスイスで毎年行われているモ
ントルー・ジャズ・フェスティバルの2005年出演時の映像を収めたもの。メンバーはスミス、レニー・ケ
イ（g.vo）、ジェイ・ディ・ドゥーティー（ds）、 トニー・シャナハン（b.key.vo）、テレヴィジョン（Television）の
トム・ヴァーレイン（g）。

パトリツィオ・ブアンネ「イタリアン：ライブ・イン・コン
サート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／17歳でローマ法王と85,000人の聴衆
の前で歌声を披露した、若きイタリアン・バリトンシンガー、パトリツィオ・ブアンネ。その魅惑のヴェル
ベット・ヴォイスとハンサムなルックスを堪能できる映像作品です。

パパ・ローチ「シカゴ殺人ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2000年代アメリカ、モダン・ヘヴィネス
／ヘヴィ・ロック界の人気バンド、パパ・ローチが2005年にシカゴで行なったライヴの模様を収録した
映像集。

パルプ「フィーリング・コールド・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1996年のアルバム『コモン・ピープル』
が大ヒットを記録したパルプの1995年12月21日、ブリクストン・アカデミーにて収録されたライヴ映像。

ビー・ジーズ「イン・アワ・オウン・タイム -ビー・ジーズ・
ストーリー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ポップス界に多大な功績を果たした
ビー・ジーズの軌跡を追ったドキュメンタリー。デビュー前、シーンを席巻した70年代から現在に至る
まで、貴重なライブ映像やインタビューなどを交え彼らの歴史に迫る。

ビー・ジーズ「ライヴ・イン・ラスベガス -ワン・ナイト・オ
ンリー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1997年のラスヴェガスでのコンサート
を収録。ビー・ジーズのキャリアを代表するヒット曲が満載！

ピート・タウンゼント＆ディープ・エンド「フェイス・ザ・
フェイス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／The Whoのギタリスト、ピート・タウン
ゼントが、Pink Flyodのギター／ヴォーカルのデイヴ・ギルモア、TOTOのメンバーでもあり、メタルか
らJAZZまで幅広くセッション活動をしているドラマー、サイモン・フィリップスを迎え、総勢17人編成で
行われたプロジェクトのライヴ映像。

ピクシーズ「アコースティック・ライヴ・イン・ニューポー
ト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オルタナティヴロックのパイオニア・ピ
クシーズのアコースティックライブの模様を収録。「BONE MACHINE」「MONKEY GONE TO HEAVEN」
「CACTUS」「THE HOLIDAY SONG」ほか、全23曲のナンバーがアコースティックのアレンジで楽しめ
る。

ピクシーズ「ライヴ・アット・ザ・パラダイス・イン・ボスト
ン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フランク・ブラック率いるピクシーズ
が、2004年にボストンで行ったライブの模様を収めた必見作。「ラ・ラ・ラヴ・ユー」「モンキー・ゴーン・
トゥ・ヘヴン」「カリブ」ほか、全29曲の名曲を披露する。

ビョーク「メイキング・オブ・メダラ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フジロック2017に出演が決定した
ビョークの2004年発表のアルバム「メダラ」のメイキング映像。人間の声のみ“ヒューマン・ビート・ボッ
クス”でバックトラックを制作したりなど、奇想天外の発想で作られたアルバムの裏側を探る。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

ビル・ローレンス「ライヴ・アット・ユニオン・チャペル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／超技巧派若手JAZZバンド、スナー
キー・パピーでキーボーディストとして活躍するビル・ローレンスのソロ・ライヴ作品。JAZZだけに収ま
らない幅広い音楽性と世界観をご堪能あれ。

ヒルクライム「WARAE -In The Mood-」

配信中

今年結成10周年を迎えたラップ・ユニットHilcrhymeの、11月16日に発売する通算20枚目のシングル。
ビッグバンドの代表的な楽曲「In The Mood」をHilcrhymeがカバーし、TOCが新たに歌詞をつけた作
品。

フアネス「Tr3sプレゼンツ フアネス・エムティービーアン
プラグド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／コロンビアの伝統音楽であるバジェ
ナート＆グアスカやラテン・ミュージックのボレロ、タンゴ、ランチェラ、クンビア等とハード・ロック、パ
ワー・ポップをミックスさせた独自のサウンドで世界中のファンを魅了するJuanesのライヴ。

フィル・コリンズ「ライヴ・アット・モントルー 1996」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フィル・コリンズのモントルー・ジャズ・
フェスティバル公演の中でもベストと評される1996年を映像化。多数のヒット曲を披露する。

フォール・アウト・ボーイ「シュガー、ウィアー・ゴーイン・
ダウン」

配信中

シカゴ出身4人組。2007年2月、圧倒的な期待の中、アルバム『インフィニティ・オン・ハイ -星月夜』を
発売して全米初登場1位を獲得！全世界的な人気を不動のものとした。さらにアルバムからのシング
ル「アームズ・レース -フォール・アウト・ボーイの頂上作戦」も全米シングル・チャート最高位2位を記
録するなど、全世界の音楽シーンに強烈なインパクトを与えた。

フォール・アウト・ボーイ「ユマ・サーマン」

配信中

シカゴ出身4人組。2007年2月、圧倒的な期待の中、アルバム『インフィニティ・オン・ハイ -星月夜』を
発売して全米初登場1位を獲得！全世界的な人気を不動のものとした。さらにアルバムからのシング
ル「アームズ・レース -フォール・アウト・ボーイの頂上作戦」も全米シングル・チャート最高位2位を記
録するなど、全世界の音楽シーンに強烈なインパクトを与えた。

配信中

シカゴ出身4人組。2007年2月、圧倒的な期待の中、アルバム『インフィニティ・オン・ハイ -星月夜』を
発売して全米初登場1位を獲得！全世界的な人気を不動のものとした。さらにアルバムからのシング
ル「アームズ・レース -フォール・アウト・ボーイの頂上作戦」も全米シングル・チャート最高位2位を記
録するなど、全世界の音楽シーンに強烈なインパクトを与えた。

ブライアン・アダムス「ライヴ・アット・シドニー・オペラ・
ハウス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年1月に、5年ぶりの来日を果た
す80年代を代表するロック・シンガー、ブライアン・アダムス。近年では写真家としても活躍するなど、
その魅力は衰えることを知らない。2011年にオーストラリアのシドニーにある、かの有名なオペラ・ハ
ウスで行われた、ヒット曲満載のライヴの模様を収録。

ブライアン・アダムス「ライヴ・イン・リスボン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年1月に、5年ぶりの来日を果た
す80年代を代表するロック・シンガー、ブライアン・アダムス。ブライアン・アダムスのリスボン公演を記
録したライヴ映像作品。デビュー25周年を迎えた彼のグレイテスト・ヒッツともいえるベストな選曲が楽
しめる。

プライマル・スクリーム「スクリーマデリカ・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／人気ロックバンド、プライマル・スク
リームが、最高傑作「スクリーマデリカ」の発表20周年を記念して2010年に行ったライブの模様を収
録。アルバム全曲を完全再現したスリリングなステージが展開される。

プラシーボ「MTV アンプラグド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／妖美な容姿を持つカリスマ、ブライア
ン・モルコ率いる現UKシーン最高峰のロック・トリオ、プラシーボ。個性派ひしめくUKロック・シーンの
中でも異彩を放つ彼らのアンプラグドLIVE！

ブラック・サバス「ライヴ…ギャザード・イン・ゼア・マッシ
ズ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オジー・オズボーン率いるカリスマ・バ
ンド、ブラック・サバスが、2013年にオーストラリアはメルボルンで行なったライヴをシューティング。再
結成後の、さらなるハードにして熟練のプレイが堪能できる。

フランク・シナトラ、ジーン・ケリー「オール・ブルー・アイ
ズ・イズ・バック」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／同タイトルのアルバムを発売した1973
年、ジーン・ケリーをゲストに迎え行われたTVショーの模様を収録。なんと、ジーンとは30年ぶりの共
演。「君こそ我が音楽」「テイク・ミー・アウト・トゥ・ザ・ボール・ゲーム」「ストリート・オブ・ドリームズ」な
どの名曲を披露。

フランク・シナトラ、ビング・クロスビー「ハッピー・ホリデ
イズ・ウィズ・フランク＆ビング」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／第二次世界大戦以前から活躍し、20
世紀のアメリカを代表するシンガー、フランク・シナトラ。クリスマスの特別企画として1957年12月20日
にテレビ放送された、彼が尊敬してやまないシンガー、ビング・クロスビーとの夢の競演を収録。クリ
スマス・ソングのスタンダードを2大シンガーが歌う。

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年11月に収録され、1971年2月に
テレビ放送された、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでの公演。グレース・ケリーに紹介され
ステージに立ち、「マイ・ウェイ」「あなたはしっかり私のもの」「ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤン
グ」などを披露。

タイトル

フォール・アウト・ボーイ「僕の歌は知っている」

フランク・シナトラ「イン・コンサート・アット・ザ・ロイヤ
ル・フェスティバル・ホール」

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

フランク・シナトラ「ヴィンテージ・シナトラ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／第二次世界大戦以前から活躍し、20
世紀のアメリカを代表するシンガー、フランク・シナトラ。1950年代に出演したテレビ番組でのパフォー
マンスを収録。「カム・フライ・ウィズ・ミー」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」など代表曲も披露。

フランク・シナトラ「ザ・メイン・イベント」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1974年、ニューヨークのマジソン・ガー
デンで行われた公演を収録。エルヴィス・プレスリーをはじめ、数多くのシンガーにカバーされた名曲
「マイ・ウェイ」、他「レイディ・イズ・ア・トランプ」「リロイ・ブラウンは悪い奴」を披露。

フランク・シナトラ「シナトラ・イン・ジャパン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1985年4月に日本武道館で行われた
初来日公演を収録。ビートルズの名ラヴ・バラード「サムシング」のカバーや、「フライ・ミー・トゥー・ザ・
ムーン」「マイ・ウェイ」などを披露。

プレイング・フォー・チェンジ「プレイング・フォー・チェン
ジ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「音楽を通じて世界を結びつけ、平和
をもたらす」ムーヴメントとして世界中で脚光を浴び続けるプレイング・フォー・チェンジ。日本でも某テ
レビCMで有名になり、そのボーダーレスな魅力が話題になったのは記憶に新しい。

ベンハーパー、ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ「ラ
イブ・アット・ジ・アポロ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／共作アルバム『there will be a light』で
2004年のアカデミー賞3部門でノミネートされた彼らのライヴ。異色の組み合わせでありながら、極め
て高い完成度。ソウルフルな演奏をご堪能ください。

ポール・ウェラー「ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバー
ト・ホール2010」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／The Jam、The Style Council、そして
ソロ活動と、キャリアを積むごとに新しいスタイルを取り入れ、UKのロックシーンに多大な影響を与え
続けるポール・ウェラー。2010年のロイヤル・アルバート・ホールにて行われたライヴの様子を収録。

ポール・ロジャース「ライヴ・イン・グラスゴー 2006」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブリティッシュ・ロックの王道を歩んで
きたボーカリスト、ポール・ロジャースが2006年に行ったライブの模様を収録。「アイム・ア・ムー
ヴァー」「レディオアクティヴ」ほか、全17曲を披露する。

ホセ・カレーラス、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァ
ロッティ「THE ORIGINAL THREE TENORS -3大テノー
ル第1回コンサート- 20周年記念スペシャル・エディショ
ン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1990年ワールドカップの前夜、世界3
大テノールの3人が初めて共演したイタリアのローマで行った伝説的コンサートの20周年記念リマス
ター映像。

ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズ「エキソダス・ライヴ・
アット・ザ・レインボー -30周年記念エディション」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1977年6月、既に伝説と化しているラ
イヴを収めた映像作品。ライヴ映像と、当時の貴重な映像など収録した30周年記念バージョン。

ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズ「クラシック・アルバム
ズ：キャッチ・ア・ファイアー」

配信中

※全編を通して、ノイズ等お見苦しい個所がございます。本編に字幕・吹替はございません。ご了承く
ださい。／ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズの名盤「キャッチ・ア・ファイアー」の制作過程を追ったド
キュメンタリー。貴重な証言などを交えながら世界市場に向けたレゲエがいかにして作られたかに迫
る！

ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズ「ライヴ・アット・ザ・レ
インボー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／レゲエ界の伝説的アーティスト、ボブ・
マーリーのレインボーでの名演ライヴを収録した作品。

ポリス「サーティファイアブル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／祝！！2017年6月、スティング来
日！！2007年12月、ブエノス・アイレスで行われた30周年記念の再結成ライヴの模様を収録。「見つ
めていたい」「ロクサーヌ」「孤独のメッセージ」など、あの数々の名曲が、ロック界最強のトリオの圧巻
の演奏力によって蘇る！！

ボン・ジョヴィ「スカーズ・オン・ディス・ギター」

配信中

1983年に結成して以来、輝かしい30年を超えるキャリアで、1億3千万を超えるアルバムを世界で売り
上げ、数々のヒット・アンセムを世に送り出し、50カ国で3500万人以上のファンのために2800回以上
のコンサートを行った今も前進し続けている究極のロック・バンド、ボン・ジョヴィの14枚目となるスタジ
オ・アルバムからのシングル曲。

ボン・ジョヴィ「ホエン・ウィー・ワー・ビューティフル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フロントマンのジョン・ボン・ジョヴィ、
そして見事なギター・プレイとコーラスで楽曲に彩を加えるバイプレイヤー、リッチー・サンボラ率いる
ボン・ジョヴィ。2008年の「ロスト・ハイウェイ」のツアーの様子を追ったライヴ・ドキュメンタリー作品。

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年11月に「ディス・ハウス・イズ・
ノット・フォー・セール」をリリースした、80年代から今も第一線で活躍するBON JOVI。2013年にリリー
スしたアルバム「ホワット・アバウト・ナウ」の発売を記念して行われた、たった350人の前でロンドンで
行われたスペシャル・ライヴを完全収録。

タイトル

ボン・ジョヴィ「ライヴ・イン・ロンドン 2013」

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

まこみな「てをつなごうよ」

配信中

メジャーデビューシングル「てをつなごうよ」のミュージックビデオが完成。まこみな初のミュージックビ
デオということで、まこみなといえば双子ダンス！を全開に多摩川で「てをつなごうよ」の双子ダンスを
踊っている。

マムフォード＆サンズ「ザ・ロード・トゥ・レッド・ロックス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／デビューアルバムを800万枚以上売り
上げ、若手フォーク＆ブルーグラス・バンドとして、最も成功を収めているマムフォード＆サンズ。アル
バム発売前の8月にコロラド州にあるレッド・ロックス円形野外劇場（約9000人収容）で行なったライヴ
の模様を収録した、その名も『ザ・ロード・トゥ・レッド・ロックス』

マライア・キャリー「アドヴェンチャーズ・オブMIMI」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2006年大成功を収めたツアーからカ
リフォルニアで行われたツアーのドキュメンタリーを収録。ステージとは違う素顔のマライアの魅力も
満載。また、カラオケも収録！マライアと一緒に歌おう！踊ろう！

マライア・キャリー「アドベンチャーズ・オブMIMI」

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。また、本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了
承ください。／2006年カリフォルニアで行われたライヴ映像を14台のカメラを駆使して、圧倒的な迫力
で収録！『MIMI』からの大ヒット・シングル「ウィ・ビロング・トゥゲザー」はもちろん、「ヒーロー」などの
代表曲も含む約80分のライヴ映像！

マリアンヌ・フェイスフル「ライヴ・イン・ハリウッド・
2005」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／60年代の音楽シーンにおいてアイコ
ニックだった彼女が40年のキャリアを改めて高く評価されたライヴ。2005年米ハリウッドで行われた本
ライヴはミック・ジャガー＝キース・リチャーズ作の「アズ・ティアーズ・ゴー・バイ」など長きキャリアを
誇る彼女の代表曲を中心に全18曲が収録。

マルーン5「ドント・ワナ・ノウ」

配信中

デビューから14年、ジャンルの垣根を超え、過去アルバム5作品全てにおいて常に大ヒットを生み続
けてきたモンスター・バンド、マルーン5。全世界アルバム・トータル・セールス1,700万以上、2005年度
『最優秀新人賞』を含む3度のグラミー賞を受賞し、歴史に名を刻み多大なる功績を残し続けてきた彼
らの待望の新曲は、なんとケンドリック・ラマーをフィーチャー！！

ミートローフ「3バッツ・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／世界で4,300万枚以上売れたアルバ
ム「地獄のロック・ライダー」のヒットで知られるオペラロック・アーティスト、ミートローフ。2007年のカナ
ダのオンタリオ州で行われたライヴを収録。

ミシェル・ポルタル「コンサート・アット・ジャズ・スー・レ・
ポミエ2011」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フランス出身のJAZZクラリネット奏
者、ミシェル・ポルタル。クラリネットだけでなく、サクソフォーン、バンドネオンなども演奏、指揮までこ
なすマルチぶりでフランスのフリーJAZZ界を常にリードしている。

ミスター・ジュークス「ザ・ストーリー・オブ・ゴッド・ファー
スト」

配信中

アルバムが全英1位を獲得した世界的ロックバンド“ボンベイ・バイシクル・クラブ”の、ジャック・ステッ
ドマンのソロ・プロジェクト。「日本という国が、僕を受け入れてくれている気がするんだ。」というコメン
トを残しているとおり、アルバム発売前にも来日を果たし都内のジャズ喫茶をめぐり、今回のアルバム
の内容と併せて本人が語った動画も公開されている。

メガデス「ラスト・イン・ピース・ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2010年3月、オリジナル・ベーシストの
デヴィッド・エレフソンが復帰しロサンゼルスのパラディアム・シアターにて行われたライヴの模様をお
届けします。

メガデス「破滅へのカウントダウン：20周年記念ライヴ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1992年にリリースされ、全米アルバ
ム・チャートで最高2位、全米だけで200万枚以上のセールスを記録するメガデス最大のヒット作となっ
た傑作アルバム『破滅へのカウントダウン』の発売20周年を記念して、2012年11月-12月にかけて全
米で行われたライヴ作品。

メタリカ「ケベック・マグネティック -戦場の夜」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2008年にデス・マグネティックをリリー
スした後、2009年に行われたツアーの様子を収めたライヴ映像！カナダはケベックで行われた2夜の
様子をウェイン・アイシャムが監督＆編集。メタリカの全てを知り尽くした彼がへヴィ・メタルの真髄に
迫った映像！

ユップ・ベヴィン「Ab Ovo」

配信中

2017年4月にドイツ・グラモフォンよりデビューするオランダのコンポーザー／ピアニストのユップ・ベ
ヴィン。彼は、新世代をリードするストリーミング・アーティストとして既にその地位を確立し、ネットでも
大きな存在となりつつある。すでにSpotifyの「ピースフル・ピアノ」＜250万フォロワー＞など、世界のメ
ジャーなプレイリストでその存在を確立している。

ユップ・ベヴィン「Hanging D」

配信中

2017年4月にドイツ・グラモフォンよりデビューするオランダのコンポーザー／ピアニストのユップ・ベ
ヴィン。彼は、新世代をリードするストリーミング・アーティストとして既にその地位を確立し、ネットでも
大きな存在となりつつある。すでにSpotifyの「ピースフル・ピアノ」＜250万フォロワー＞など、世界のメ
ジャーなプレイリストでその存在を確立している。

配信中

2017年4月にドイツ・グラモフォンよりデビューするオランダのコンポーザー／ピアニストのユップ・ベ
ヴィン。彼は、新世代をリードするストリーミング・アーティストとして既にその地位を確立し、ネットでも
大きな存在となりつつある。すでにSpotifyの「ピースフル・ピアノ」＜250万フォロワー＞など、世界のメ
ジャーなプレイリストでその存在を確立している。

タイトル

ユップ・ベヴィン「Kawakaari」

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

ユップ・ベヴィン「Prehension. A Film」

配信中

2017年4月にドイツ・グラモフォンよりデビューするオランダのコンポーザー／ピアニストのユップ・ベ
ヴィン。彼は、新世代をリードするストリーミング・アーティストとして既にその地位を確立し、ネットでも
大きな存在となりつつある。すでにSpotifyの「ピースフル・ピアノ」＜250万フォロワー＞など、世界のメ
ジャーなプレイリストでその存在を確立している。

ライズ・アゲインスト「ジェネレーション・ロスト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／99年にシカゴで結成されたライズ・ア
ゲインスト。トラディショナルな西海岸メロコア・サウンドに、社会的なメッセージを乗せた音楽性が特
徴。そんな彼らの活躍とパンクシーンを描いたドキュメンタリー作品。

リアーナ「ラウド・ツアー・ライヴ・アット・O2」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／★世界で最もファンに愛されている
ディーヴァのスーパー・ライヴ★世界20ヵ国以上、全98公演、観客動員数100万人以上を記録した伝
説の「ラウド・ツアー」から、最も話題になったロンドンO2アリーナでのライヴ映像をお届け！！

リュ・シウォン「遥愛」

配信中

オリコンチャートによる2005年度の韓流・華流アーティストのトータルセールスランキングで1位にラン
クイン。レコード大賞大衆賞、日本ゴールドディスク大賞ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー賞を受
賞。人気韓流アーティストの最新曲。

リンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンド「リン
ゴ・アット・ザ・ライマン 2012」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／まさにAll Star！！リンゴ・スター（Dr・
Vo）、スティーヴ・ルカサー（G・Vo）、トッド・ラングレン（G・Vo）、グレッグ・ビソネット（Dr）という、Super
Starを引き連れたリンゴ・スターの豪華ライヴ！リンゴの72歳の誕生日にナッシュビルのライマンにて
収録。

ルドヴィコ･エイナウディ「エレメンツ」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

ルドヴィコ･エイナウディ「ドロップ」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

ルドヴィコ･エイナウディ「ナイト」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

ルドヴィコ･エイナウディ「ナンバーズ」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

ルドヴィコ･エイナウディ「フォー・ディメンジョンズ」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

ルドヴィコ･エイナウディ「ペトリコール」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

ルドヴィコ･エイナウディ「ワーリング・ウィンズ」

配信中

クラシックをベースにあらゆるジャンルを取り入れ映像的で美しいミニマルミュージックを作り上げるエ
イナウディは、今もっともお洒落なインストゥルメンタルとして若者を中心にヨーロッパでは大反響。
数々のCM音楽やサウンドトラックを手掛け、今までに手掛けたアルバム（トータル10枚）はヨーロッパ
を中心に売れ続け計100万枚を越えるセールスを記録している。

レイザーライト「レイザーライト -トランムジカルズ・ドゥ・
レンヌ 06」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／静寂と喧騒。目を閉じれば浮かんでく
る情景。UKを代表するロック･バンドが辿り着いた新境地が、ここにある。アルバム毎に評価を上げて
いくイギリスの国民的ロック・バンドの2006年のライヴ映像。

レインボー「ライヴ・ビトウィーン・ジ・アイズ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1982年8月に米テキサス州サンアント
ニオで収録されたライブ映像。

タイトル

ルドヴィコ･エイナウディ「トゥワイス」

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

レーナード・スキナード「スウィート・ホーム・アラバマ：
ローレライ1996」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／レーナード・スキナード、1996年のドイ
ツ、ローレライ・フェスティバルでのライヴ映像。代表曲“Sweet Home Albama”“Free Bird”“Workin’
For MCA”などの代表曲を余すことなく収録。

レディ・アンテベラム「オウン・ザ・ナイト2012ワールド・
ツアー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／第52回グラミー賞では最優秀新人賞
にもノミネートされ、最優秀カントリー・グループ賞の受賞も果たした若手実力派グループ。2008年に
リリースし、ロング・ヒットを遂げた「ニード・ユー・ナウ -いま君を愛してる（原題：NEED YOU NOW）」も
収録。

レディー・ガガ「パーフェクト・イリュージョン」

配信中

レディー・ガガ、約3年ぶりのソロ作品となる新曲！！日本時間9月9日正午、新曲「パーフェクト・イ
リュージョン」をリリース。今作は今までの路線から大きく変わり、シンプルナスタイリングのガガに注
目です！！

レディー・リン・アンド・ハー・マグニフィセント・セブン「プ
ラン・フー・フェスティバル 2012」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／JAZZ、POP、SOUL、そして1940年代
のサウンドのフレイヴァーをMIXしたスタイルで人気を集める、オランダ出身の女性シンガー、レディ・
リンと彼女が率いるバンドのフランスのフェスでのパフォーマンスを収録。

ロキシー・ミュージック「ザ・ハイ・ロード」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／その独特なダンディな世界観、クール
な演奏で70年代から活動を開始し、一度解散をするも復活、80年代に大活躍をした、ブライアン・フェ
リー率いるロック・バンド、ロキシー・ミュージック。80年代を代表する傑作アルバム「アヴァロン」発表
時の、1982年のライヴ映像を収録。

ロビー・ウィリアムズ「ライヴ・イン・タリン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Take Thatのメンバーとして活躍し、
1995年に脱退。ソロ活動をスタートさせ、1997年にリリースしたアルバム「ミレニアム」で大ブレイクを
果たし、「21世紀全英で最も売れているアーティスト」とも評されたロビー・ウィリアムズのソロ・ライヴ
作品。

ロンドン・グラマー「ルーティング・フォー・ユー」

配信中

2009年、ハンナ・リード（Hannah Reid）-＜Vo＞、ダン・ロスマン（Dan Rothman）-＜G＞、ドット・メ
ジャー（Dot Major）-＜Multi Instruments＞の3人により、イギリスのノッティンガムで結成されたロッ
ク・トリオ、ロンドン・グラマー。

井上苑子「エール」

配信中

前作「ナツコイ」から約半年振りのシングル。今作は、これまでとは一味違った“頑張れ”だけじゃな
い、井上苑子流の応援歌、初のパーティーソング！

井上苑子「メッセージ」

配信中

井上苑子ニューシングル「メッセージ」は、初の映画主題歌書き下ろし作品！2017年4月15日全国公
開 映画「ReLIFEリライフ」（配給：松竹）主題歌に決定！webコミックとして10代、20代の男女を中心に
急速に浸透し、超人気マンガアプリ「comico」の中でも、常にランキング1位を独走してきた人気コミッ
ク「ReLIFE」の映画化作品！

岡本知高「春なのに」

配信中

清塚信也による繊細なピアノ・アレンジと共に紡がれた日本の名曲。普段当たり前のように過ごして
いる日常、その中にある幸せの原風景、大きな意味での愛溢れる唄を岡本知高の優しさにみちた歌
声で届けます。人気ピアニスト清塚信也がアレンジ＆ピアノ演奏担当。

華原朋美「DREAM -TOMOMI KAHARA CONCERT
2013-」

配信中

華原朋美7年振りとなる単独コンサートの公演[DREAM -TOMOMI KAHARA CONCERT 2013-]11月
25日のNHKホール追加公演の模様を収録。新たな夢を持って再び一歩踏み出したヴォーカリスト・華
原朋美の魅力満載のLIVE映像！

角田信朗「傾奇狂い歌」

配信中

導入の度に、全国のパチンコホールを賑わす「CR花の慶次」シリーズ。最新機種「CR花の慶次X（いく
さ）-雲のかなたに-」のテーマソングが、遂に登場！

桐谷健太「香音 -KANON-」

配信中

2002年、テレビドラマ『九龍で会いましょう』の山崎ケン役で俳優としてデビュー。以降多岐にわたる映
画・ドラマ等に出演、野性味と繊細さを兼ね備えた演技で独自のスタイルを築き、オリジナリティ溢れ
る役者として高い評価を得ている桐谷健太、今作は自身初の作詞にも挑戦しています。

原田知世「ロマンス」

配信中

1982年のデビュー以来、女優と歌手の両方で活躍を続けている原田知世。デビュー35周年目を迎え
た今年、90年代の歌手・原田知世を代表するナンバー「ロマンス」を再レコーディング。

原田知世「時をかける少女」

配信中

時をかけてきた、うたの花束。デビュー35周年記念。代表曲をオール新アレンジでセルフ・リメイク。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

弘Jr.「月」

配信中

2017年、HilcrhymeのTOCが初めて輩出するアーティスト。自身が主宰するレーベルDRESS
RECORDSの第二弾アーティストとしてメジャーデビュー。正直に、まっすぐに、良心の声を歌う、新・昭
和風ボーカリスト。

高橋みなみ「カガミヨカガミ」

配信中

2016年4月8日に10年間在籍したAKB48を卒業し、ソロシンガーとして本格的なキャリアをスタートした
高橋みなみ、待望のファーストソロアルバム「愛してもいいですか？」からのリードトラック。作詞・作曲
は槇原敬之。

山崎育三郎「あいのデータ／Congratulations」

配信中

7月スタートドラマ『あいの結婚相談所』（毎週金曜23：15- テレビ朝日系列）主演の山崎育三郎。待望
の初となるオリジナルシングル！！

山田孝之 with MARO Boyz「モテモテ マーロ」

配信中

山田孝之 with MARO Boyzが、あの話題のCM曲「モテモテ マーロ」で衝撃デビュー！

小曽根真 THE TRIO「ミラー・サークル」

配信中

小曽根真 THE TRIOが10年ぶりに再始動！オリジナル・アルバムとしては12年ぶりとなる新作をリ
リース。1997年-2007年にかけて活動し、人気を博した小曽根真（p）、ジェームス・ジーナス（b）、クラ
レンス・ペン（ds）による小曽根真 THE TRIOが10年ぶりに集結し再始動。

神田莉緒香「さいごに」

配信中

千葉県出身。インターネットを中心に人気を拡大する新世代型シンガーソングライター＆ラジオパー
ソナリティー。ネットの枠にとどまらず、弾き語りの身軽さを生かして全国47都道府県を周ってライブを
したり、その場でお題をもらって直ちに1曲つくってしまう速攻即興ソングで玄人をもうならせたり全方
位的に活躍中。

配信中

千葉県出身。インターネットを中心に人気を拡大する新世代型シンガーソングライター＆ラジオパー
ソナリティー。ネットの枠にとどまらず、弾き語りの身軽さを生かして全国47都道府県を周ってライブを
したり、その場でお題をもらって直ちに1曲つくってしまう速攻即興ソングで玄人をもうならせたり全方
位的に活躍中。

神田莉緒香「大きくて小さい世界」

配信中

千葉県出身。インターネットを中心に人気を拡大する新世代型シンガーソングライター＆ラジオパー
ソナリティー。ネットの枠にとどまらず、弾き語りの身軽さを生かして全国47都道府県を周ってライブを
したり、その場でお題をもらって直ちに1曲つくってしまう速攻即興ソングで玄人をもうならせたり全方
位的に活躍中。

清塚信也「Baby, God Bless You」

配信中

人気ドラマ「のだめカンタービレ」にて玉木宏氏演じる「千秋真一」、映画「神童」では松山ケンイチ氏
演じる「ワオ」の吹き替え演奏を担当し、脚光を浴びる。2013年1月全国公開の映画で俳優デビューを
飾るなど、縦横無尽に活躍するクラシック界のマルチピアニストとして、その唯一無二の存在感を放
ち続けている。

清塚信也「代償」

配信中

人気ドラマ「のだめカンタービレ」にて玉木宏氏演じる「千秋真一」、映画「神童」では松山ケンイチ氏
演じる「ワオ」の吹き替え演奏を担当し、脚光を浴びる。2013年1月全国公開の映画で俳優デビューを
飾るなど、縦横無尽に活躍するクラシック界のマルチピアニストとして、その唯一無二の存在感を放
ち続けている。

青山テルマ「Motions -Thelma Clips Vol.1-」

配信中

青山テルマ初のビデオクリップ集。デビューシングル「ONE WAY」「My dear friend（original Version）」
をはじめ、「そばにいるね」「何度も」「忘れないよ」ほか全シングルのPVを収録。

赤い公園「journey」

配信中

誰にも言えない本当の自分に気づいてくれた存在の大切さ。そんな気持ちを歌ったラヴソング。

赤い公園「恋と嘘」

配信中

赤い公園、2017年第二弾シングル。女の子の切ない恋を歌った切ないラヴソング！第一弾シングル
『闇夜に提灯』（2／15発売）決定時に、“にーしーろーでシングル出します！！”（2月・4月・6月シング
ル発売）と宣言していた赤い公園。今作では、バンドの売りでもあるメロディーセンスを凝縮。女の子
の切ない恋を歌った密やかでささやかなラブソング。

前田慶次（CV：藤沢としや）「盃に花、浮かべて候。」

配信中

導入の度に、全国のパチンコホールを賑わす「CR花の慶次」シリーズ。最新機種「CR花の慶次X（いく
さ）-雲のかなたに-」の劇中歌が、遂に登場！

村治佳織「花は咲く」

配信中

『プレリュード』以来5年ぶりの新録音となるオリジナル・アルバムからのリード曲。2016年4月に東京で
行われた「難民を助ける会 3.11被災者のためのチャリティ・コンサート」に出演した村治佳織は、当日
演奏したすべての作品を中心にこのアルバムを企画しました。

タイトル

神田莉緒香「走れハリネズミ」

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

中森明菜「LIVE TOUR 2006 -The Last destination-」

配信中

2006年6月から8月にかけて行われた全国ツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 -The Last
Destination-』の最終公演、東京国際ホールでのライブ。

中村舞子「涙のち晴れ」

配信中

日本人の父とスペイン＆フィリピンのミックスの母の元、フィリピンで生まれ、3歳より日本で育つ。
オーディションをキッカケに17才でのデビュー曲がアルバム収録曲でありながら100万ダウンロードを
突破と華々しいデビューを飾る。その後陰影のある歌声と豊かな表現力に注目が集まり多くの有名
アーティストとのフィーチャリングシンガーとしても24曲以上リリース。

椎名慶治「I Love Youのうた」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「MY LIFE IS MY LIFE」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「RABBIT-MAN」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「いざ尋常に」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「お節介焼きの天使と悪魔と僕」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「ゴゾウ☆ロック」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「それじゃあバイバイ」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「取り調べマイセルフ」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

椎名慶治「人生スパイス -go for broke-」

配信中

SURFACEのボーカルとして、1998年5月27日シングル「それじゃあバイバイ」でデビュー。親しみやす
いメロディーと独特の歌詞、印象的なアレンジが融合したオリジナリティにあふれるサウンドが支持を
集める。バンド解散後、2010年11月10日ミニアルバム「I」でソロデビュー。

辻村有記「Ame dance」

配信中

海外で活動中！注目のアーティスト“Fox.i.e”（フォキシー）が辻村有記（ex HaKU）名義で、この夏、音
楽活動本格スタート！

放課後プリンセス「さよならデュアリーナ」

配信中

多彩なプリンセスに変身して活動してきた放課後プリンセスが今作のテーマに掲げるのは、バレエ演
目「白鳥の湖」主役の『オデット姫』！白鳥に変えられた麗しい姫が、真実の愛を見つけるまでの物語
を表現。

放課後プリンセス「ライチレッドの運命」

配信中

プリンセスストーリーを続々表現してきた放課後プリンセスの次のページは、世界三大美女『楊貴妃』
の儚くも切ない夢の世界。一国の主が権力や国を失ってまで愛した一人の女性と、その女性が愛し
た一人の男性とのロマンスを壮大なスケールで描く意欲作。

防弾少年団「血、汗、涙」

配信中

まさに今、世界を席巻している彼らがユニバーサルミュージックへ移籍し、Justin Bieberなどが所属す
るヒップホップ界の名門レーベル「Def Jam Recordings」のもと、シングル「血、汗、涙」をリリース！

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

AI、カンナ「キラキラ」

11月1日～

渡辺直美さん主演・TBS系火曜ドラマ『カンナさーん！』の主題歌。AIと渡辺直美さんの2人が自由に
歌い踊る映像にポップなグラフィックデザインが施された今作は、AIの最新アルバム「和と洋」のビ
ジュアルプロデューサーを務めたロンドン在住のアートディレクター ケイト・モロス氏がアートワークを
担当しました。

AI「Music Is My Life」

11月1日～ AIの未知なる可能性！4年ぶりのオリジナルアルバム「和と洋」収録曲。

BENI「新宝島」

11月1日～

CYBERJAPAN DANCERS「Summertime Forever」

日本が世界に誇るセクシーでパワフルな美ボディダンサー集団、“CYBERJAPAN DANCERS”。日本
11月1日～ 人離れしたゴージャスなルックスで、男女問わず絶大な支持率を獲得し、各メンバーのインスタフォロ
ワーが合計200万人以上に上るなど、SNSでも注目度急上昇中！！

Mrs. GREEN APPLE「WanteD！WanteD！」

Mrs. GREEN APPLE5枚目のニューシングルは、話題のドラマ「僕たちがやりました」の原作を読んで
11月1日～ 書き下ろした渾身の作品で、タイトルは「WanteD！WanteD！」。疾走感のある、まさに逃走劇のオー
プニングにふさわしいキラーチューン！

MYNAME「DUDU」

11月1日～

The 1975「ライヴ・アット・ハングアウト・ミュージック・
フェスト 2014」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／80’sポップス、R＆B、ファンク、ロッ
ク、全ての要素を取り入れた唯一無二のバンド、The 1975。マンチェスター出身のオルタナティヴ・
11月1日～
ロック・バンド。読み方は、ザ・ナインティーン・セブンティファイヴ。デビュー・アルバムはなんと全英初
登場1位！！

インス「NAKED LOVE」

11月1日～

MYNAMEのインス 初のソロ・ミニアルバム『NAKED』発売！『NAKED』はその名のとおり、インスがこ
のアルバムを通じて自分自身のすべてを表現したアルバムとなっている。

エルボー「ライヴ・アット・iTunesフェスティバル 2012」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1998年イギリスのマンチェスターで結
成、一度メジャーレーベルと契約するも、デビューまでには至らず、2001年にV2レコードと契約しデ
ビュー。2008年リリースのアルバム「セルダム・シーン・キッド」はUK音楽業界関係者が選ぶアワー
ド、マーキュリー・ミュージック・プライズを獲得。

カール・ブルーニ「アット・オリンピア」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／サルコジ元フランス大統領の妻として
日本で有名だが、本業はモデル、そしてシンガーであるイタリア出身のカール・ブルーニ。2004年に
は、フランスのグラミー賞といわれるヴィクトワール・ド・ラ・ミュージックの最優秀女性アーティストに選
ばれるなど、実力派シンガーとして知られている。

キーン「ロック・アン・セーヌ 2009」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2004年のメジャー・デビューアルバム
が、シングル「サムウェア・オンリー・ウィー・ノウ」のヒットが後押しし、いきなり全英初登場1位。2000
年代最強の美メロピアノロックバンド、キーン。活動中止となってしまったが、3rdアルバム「パーフェク
ト・シンメトリー」リリース時のパフォーマンスを収録。

ケルティック・ウーマン「エメラルド -音の宝石-」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／メンバーとファンにとって大切な
「ユー・レイズ・ミー・アップ」「アメイジング・グレイス」等の人気曲や「ダニー・ボーイ」等、ケルトの愛、
国土、喪失、そして希望の物語。人気のマレード・ネスビット（フィドル／ヴァイオリン）、リサ・ラム
（ヴォーカル）、ソロとして活躍中のクロエも参加。ライヴは圧巻！

ケルティック・ウーマン「クリスマス・セレブレーション」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アイルランド出身のスーパーユニッ
11月1日～ ト、ケルティック・ウーマンのクリスマススペシャル映像。大ヒットアルバム「クリスマス・セレブレーショ
ン」の楽曲に加え、リサの歌唱による新曲1曲と未収録曲2曲を収録。

ケルティック・ウーマン「ソングス・フロム・ザ・ハート」

11月1日～

ザ・フラテリス「イン・セッション 2007」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ひたすらエネルギッシュかつパワフル
なサウンドでロック・シーンに衝撃を与えたスコットランドはグラスゴー出身のガレージ・ポップ・パン
11月1日～
ク・バンド、ザ・フラテリス。デビュー・アルバムは全英3週連続2位。iPodのCMソングとしてもおなじみ
の大ヒット・シングル「気取りやフラッツ」などが代表曲。

タイトル

「COVERS」シリーズ最新盤！2010年以降の男性ボーカルの大ヒット曲を、英語詞＆CITY POPアレン
ジでカバー！！その中からサクナションのあの大ヒット曲の英語カバーをお届け！

5th Album『MYNAME is』好評発売中！MYNAMEの進化は止まらない！MYNAMEの魅力が詰まった
待望の5thアルバム収録のJUN Qのソロ曲。

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／撮影場所はアイルランド、ダブリン郊
外のパワーズコート・ハウス＆ガーデン。ケルティック・ウーマンの5人とデヴィッド・ダウンズ、そして
27人のオーケストラ、20人のゴスペル隊、12人のアオンタス･コラール・アンサンブル、10人のドラ
マー、11人のバグパイプ奏者で繰り広げる一夜限りの幻想的な世界。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／8mm映像を繋げ、30年以上の別離を

ジェーン・バーキン「スーヴェニアーズ・オブ・セルジュ」 11月1日～ していたセルジュ・ゲンズブールと当時の家族の思い出を集めた40分のドキュメンタリー映画。ジェー
ン自らが制作した本作はセルジュへの思い出と家族の愛にあふれた作品。

ステレオフォニックス「ライヴ・アット・Vフェスティバル
2008」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ウェールズ出身、1999年発表の2ndア
ルバムからなんと5作連続で全英1位を獲得するなど、UKではスタジアム級ロックバンドとして国民的
人気を誇る。UKロック・バンドの中でも際立ってエッジの効いたパワフルなギターサウンドが特徴で、
日本でもUKロック・ファン以外からも幅広く人気を集めている。

スノウ・パトロール「イン・セッション 2004」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／スコットランドのグラスゴーを拠点に、
2003年発表のメジャーデビュー・アルバム「ファイナル・ストロー」収録の「ラン」がスマッシュヒットし、
人気を一気に高めた。映画「スパイダーマン3」のサントラに曲を提供したり、TV番組のタイアップもあ
り、日本での人気も高い。

セレイナ・アン「Love＆Sweet」

11月1日～

今回のミュージックビデオは初の海外ロケとなる香港で撮影を敢行。2日間に渡るロケスケジュール
での撮影となり、本編にはなんと161カットの画が使用されている。異なる5パターンの衣装とヘアメイ
ク、そして様々なシーンで撮影されたショットが詰め込まれており、ボリュームたっぷりの作品に仕上
がっている。

セレイナ・アン「Piece of Me」

ワンマンライブ時のバンドメンバーを引き連れ、シックなモノクロの映像でアーティスト性を全面的に押
11月1日～ し出したMVに仕上がっている。1年間の旅を終え、数々の笑顔と涙を経験した今だからこそ感じられ
る大切なもの、今だからこそ気付くことのできる想いを込めこんだミディアムバラード。

ナナ・ムスクーリ「ライヴ・アット・ロイヤル・アルバート・
ホール」

11月1日～

ハート「アライヴ・イン・シアトル」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アン、ナンシーのウィルソン姉妹が率
いるアメリカのロックバンド、ハートのデビュー30周年記念作品。女性とは思えない声量のパンチの効
11月1日～
いたヴォーカルのアンと、これまた女性とは思えないロックなギター・プレイに定評のあるナンシー、最
高のロック姉妹に乾杯！

バスティル「ライヴ・アット・ハングアウト・ミュージック・
フェスト 2014」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2010年にデビュー、いきなり1stアル
11月1日～ バム「バッド・ブラッド」が全英1位、シングル「ポンペイ」は全米5位を獲得するなど、全世界でブレイ
ク。注目の新世代UKロック・バンド。

フアネス「ミ・プラン・ソン・アマルテ」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界で1500万枚以上のアルバムを
売り、2000年代最高のラテン・ロックスターと呼ばれるフアネス。日本でも来日プロモーションによる
TV出演などで高い人気を獲得。情熱的かつ甘い歌声と、ラテンフレイヴァー全開のギターサウンドが
クセになる。

ボンベイ・バイシクル・クラブ「ライヴ・アット・ザ・ウィル
ターン 2014」

11月1日～

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリス、ロンドン出身、ギターロック
だけには捕らわれない、フォーク、エレクトロなども取り入れた幅広い音楽性が特徴。2014年発表の
アルバムは全英1位を獲得。惜しくも活動休止となってしまったが、日本でもフジロックで来日公演を
行うなど、人気が高い。

マムフォード＆サンズ「ライヴ・イン・サウス・アフリカ：
ダスト・アンド・サンダー」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2ndアルバム「バベル」は英米で初登
11月1日～ 場1位を記録、グラミー「最優秀アルバム賞」を受賞、絶大な人気と実力を勝ち得たイギリス出身の
フォーク・ロック・バンド、マムフォード＆サンズ。南アフリカでのツアーの様子を収録。

マリーザ・モンチ「ヴェルダーヂ・ウマ・イルザゥン」

11月1日～

ミッシェル・ポルナレフ「ツェ（リ）ツアー 2007」

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1960年代のフレンチポップ界最大の
11月1日～ スター、日本でも「シェリーに口づけ」のヒットで知られるミッシェル・ポルナレフ。特徴的な大きな白い
サングラスと独特なファッションのミステリアスなルックスでアイドル的な人気も高い。

青山テルマ「一生仲間」

11月1日～

辻村有記「Light」

このミュージックビデオはモンストアニメが全面協力の元実現したフルアニメーション作品となってお
り、モンストアニメ一番の魅力でもあるバトルシーンが使用され、楽曲のテーマでもある『希望』『絆』
11月1日～
『光』が疾走感のあるビートにのせて、余すところなく表現されている。まさに、ファン釘付け必至の
ミュージックビデオと言える。

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ギリシャの人気シンガーによるロンド
ンのロイヤル・アルバート・ホールでのライヴ映像。

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブラジル、リオ・デ・ジャネイロ出身の
シンガー。2011年前作「あなたが本当に知りたいこと」の大ヒットを経て、2012-2013年に渡りブラジル
各地でライブ・ツアーを敢行。そのツアーから2013年8月3日、リオ・デ・ジャネイロ市立芸術劇場大
ホールで開催されたステージを収録。

2007年にリリースされたシングル「ONE WAY」から9月5日でデビュー10周年を迎え、翌日9月6日にア
ニバーサリー・オリジナル・アルバム「10TH DIARY」をリリースする青山テルマ。そのアルバムから
リード・トラック。MVはAI、けみお、RIEHATAの超豪華な仲間たちが参加したオールロケのストリート・
ムービー。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約390本

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

田口 淳之介「DIMENSION」

11月1日～

10-20代にかけてロックやポップスをはじめとする様々なジャンルの音楽に触れる中で、長身を駆使し
たダンスやアクロバットを取り入れたパフォーマンス・スタイルを確立。30代を迎え、ソロ・アーティスト
として新たなスタートを切る。自身の中で一番大きな位置を占める＜音楽＞を軸として、時代の鼓動
と共に伸びやかな表現を更に覚醒させていく。

田口 淳之介「Raindrops」

11月1日～

10-20代にかけてロックやポップスをはじめとする様々なジャンルの音楽に触れる中で、長身を駆使し
たダンスやアクロバットを取り入れたパフォーマンス・スタイルを確立。30代を迎え、ソロ・アーティスト
として新たなスタートを切る。自身の中で一番大きな位置を占める＜音楽＞を軸として、時代の鼓動
と共に伸びやかな表現を更に覚醒させていく。

タイトル

