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報道関係各位 
2013年 8 月 30 日 

MTV Networks Japan 株式会社 
 
 

⼊場料 500円のワンコイン・チャリティライブ 
「横浜ゴム LIVEecoMOTION with MTV」 

＜アーティスト追加発表＞ 
平井 大、Ms.OOJA、さかいゆう 

 
世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」を日本で展開する MTV 
Networks Japan 株式会社（所在地：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：沼倉重夫）が横浜ゴム株
式会社（所在地：東京都港区、以下横浜ゴム）とともに実施するワンコイン・チャリティライブ
「横浜ゴム LIVEecoMOTION with MTV」に、新たに平井 大、Ms.OOJA、さかいゆうの 3 名
が出演することが決定しました。すでに発表済みの秦 基博に加え、それぞれに個性豊かな歌声
とグルーヴを持つソロシンガーが勢ぞろいしました。イベントは 10 月 19 日（土）、東京国際フ
ォーラム ホール C にて開催されます。 
 
今回の出演者追加発表を受け、チケットの第 2弾オフィシャル先⾏受付を本日 8 月 30⽇（⾦）
12 時より開始いたします。受付は専用 URL http://eplus.jp/eco2/ にて、9 月 16 日（月・祝）18
時まで⾏います（※お申込み多数の場合、抽選）。一般発売開始は 9 月 28 日（土）を予定して
います。 
 
さらに今回、ecoMOTIONプロジェクトを紹介した展⽰ブースやステージの裏側など、この⽇の
イベントの模様を SNS などを通じて発信していただくイベント公式レポーターを、5 組 10 名様
募集いたします。ご応募は 9 月 2 日（月）11 時〜9 月 13 ⽇（⾦）17 時の期間、公式サイト
www.mtvjapan.com/ecomotion より受け付けます。 
 
「LIVEecoMOTION」は、横浜ゴムが 2007年以来、「みんなで楽しくエコを考える」をテーマに、
毎年 1 回開催しているチャリティライブです。今年で 7 周年を迎えるこのイベントを MTV は
2009 年よりサポートしており、イベントを通じて、若者を中⼼とした⾳楽ファンに、地球環境
問題への意識啓発と⾃発的なアクションを起こすきっかけを与えることを目指しています。 
 
イベントのチケットをご購入の際お支払いいただくお一人様 500 円の⼊場料の全額は、横浜ゴ
ムより「WWF（公益財団法⼈世界⾃然保護基⾦）ジャパン」に寄付され、地球温暖化対策活動
に役⽴てられます。 
 
また、イベント当⽇に使⽤する電⼒は、エナジーグリーン株式会社の協⼒のもと風⼒発電による
グリーン電⼒でまかなわれます。 
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■イベント概要 

� タイトル： 横浜ゴム LIVEecoMOTION with MTV 
� 実施日： 2013年 10 月 19 日（土） 17 時開場／18 時開演 
� 会場： 東京国際フォーラム ホール C （東京都千代田区丸の内 3-5-1） 
� ライブ・アクト：秦 基博、平井 大、Ms.OOJA、さかいゆう（※ABC 順） 
� ⼊場料： 500 円（全額 WWF ジャパンへ寄付） 
� チケット： 【第 2 弾オフィシャル先⾏受付】（※抽選） 

� 受付期間：8 月 30 日（⾦）12 時〜9 月 16 日（月・祝）18 時 
� 専用 URL：http://eplus.jp/eco2/ （PC/モバイル） 
※一般発売開始は 9 月 28 日（土）を予定しております。 

� 主催： 横浜ゴム株式会社、MTV Networks Japan 株式会社 
� 制作： キョードー東京 
� お問合せ： 【イベントに関するお問合せ】 

MTV HOTLINE Tel: 03-6361-1149（オペレーター対応 平日 10時〜18 時） 
Web: http://www.mtvjapan.com/hotline/  

  【チケットに関するお問合せ】 
キョードー東京 Tel: 0570-550-799 

（オペレーター対応 平日 12時〜18 時、土日祝 10時〜19 時） 
� 公式サイト： www.mtvjapan.com/ecomotion  
 
 
 
■出演アーティストプロフィール（※追加決定分、ABC 順） 
 
平井 大（読み：ヒライ ダイ） 

1991 年、東京都出⾝。2011 年、ハワイ最⼤規模のイベン
ト「ホノルルフェスティバル」の公式イメージソングに
「ONE LOVE 〜Pacific Harmony〜」が抜擢され注目を集
める。同年リリースしたデビューミニアルバム「OHANA」
は、iTunes 総合チャート 3 位を記録。MTV ZUSHI FES や
SUMMER SONIC などのフェスにも多数出演し、ハワイの
ポップミュージックをルーツとしたハイブリッドなサウン
ドは夏の野外ライブの代名詞として定着している。 
2012年 5 月にリリースした 1st フルアルバム「ALOHA」は
iTunes 総合チャート 1 位を記録し、シンガーソングライタ

ーとしての確固たる実⼒と⼈気を証明した。 
2013年 7 月、待望のメジャー第 1 弾となるミニアルバム「Dream」をリリース。 
【オフィシャルサイト】http://hiraidai.jp/  
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Ms.OOJA（読み：ミス オオジャ） 
1982 年、三重県出⾝。地元をはじめ名古屋を拠点にイ
ンディーズで活躍し、2011年 2 月、シングル「It‘s OK」
でメジャーデビュー。 
2012 年、ドラマ主題歌に起⽤された 5th シングル
「Be...」が全国のテレビ・ラジオ 50局でパワープレイ
を獲得し、チャートを席捲。配信合計 100 万ダウンロ
ードを越える大ヒットとなり、一躍ポップシーンにその
名を知らしめる。2012年 11 月には、名曲カバーを自身

のライフワークとしている彼⼥が、⼥性アーティストの泣ける曲をカバーしたアルバム
「WOMAN -Love Song Covers-」をリリース。 
今年 2013年 6 月には 3枚目となるオリジナルアルバム「FAITH」をリリース。そして早くもカ
バーシリーズ 2 作目となる「MAN −Love Song Covers 2−」を 11 月 6 日にリリースする。 
等身大のメッセージを表現した歌詞を 1/fの揺らぎのシルキーボイスで届け、聞く⼈の⼼を魅了
するアーティスト。 
【オフィシャルサイト】http://www.universal-music.co.jp/ms-ooja 
 
 
さかいゆう（読み：サカイ ユウ） 

高知県出身。22歳の時、単身で LA に渡り独学でピアノを始める。
唯一無二の歌声と、ソウル、R&B、ジャズ、ゴスペル、ロックな
ど幅広い音楽的バックグラウンドをポップスへと昇華させる、オ
リジナリティあふれるサウンドが魅⼒のシンガーソングライター。 
2009年 10 月、シングル「ストーリー」でメジャーデビュー。同
曲は全国のFMラジオ43局でパワープレイを獲得する。2012年、
シングル「君と僕の挽歌」を含む 2nd アルバム「How’s it going?」
をリリースし、アルバム発売と同時にスタートした全国 7ヶ所の
ツアーも各方面から高い評価を得た。 
2013年 4 月、1年ぶりとなるシングル「僕たちの不確かな前途」
をリリース。さらに 10 月には、CM ソングにも起用され話題のニ

ューシングル「薔薇とローズ」をリリースする。 
【オフィシャルサイト】http://www.office-augusta.com/sakaiyu/ 
 
 

 
 

＜このリリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 
MTV Networks Japan 株式会社 プロモーション部 担当：日比 

Tel: 03-6434-3107（プロモーション部直通 ⽉〜⾦）  e-mail: pr@vimn.com  
＜このリリースに関する一般の方からのお問い合わせ先＞ 

MTV HOTLINE Tel: 03-6361-1149（オペレーター対応 平日 10:00〜18:00） 


