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報道関係各位 
 

 
2013 年 9 ⽉ 19 ⽇ 

MTV Networks Japan 株式会社 
 

欧州最⼤級の⾳楽授賞式「2013 MTV EMA」ノミネート発表！ 

ジャスティン・ティンバーレイクとマックルモア＆ライアン・ルイスが 

最多 5部⾨ノミネート 

ワールドワイドアクト賞の⽇本部⾨「ベスト・ジャパン・アクト」ノミネートは 

EXILE、きゃりーぱみゅぱみゅ、MIYAVI、ももいろクローバーZ、ONE OK ROCK 
 
 
MTV ヨーロッパより、11 ⽉ 10 ⽇（⽇）（※現地時間）にオランダ・アムステルダムで開催する欧州最⼤級の
⾳楽授賞式「2013 MTV EMA (Europe Music Awards)」のノミネートアーティストが発表されました。8 ⽉に⾏
われた⽶国「MTV Video Music Awards」で最多受賞を飾った 2 アーティスト、ジャスティン・ティンバーレイ
クとマックルモア＆ライアン・ルイスが今回の EMA でも最多 5 部⾨にノミネートされ、本国アメリカを⾶び
越え、ヨーロッパはもとよりワールドワイドな⼈気の⾼さをうかがわせるラインナップとなっています。 
 
また、国境を越えた⾳楽アワード「EMA」ならではの賞の⼀つが、世界各国の⼈気アーティストがトーナメン
ト式の投票レースを競う「ワールドワイドアクト賞」です。その⽇本部⾨である「ベスト・ジャパン・アクト」
には、EXILE、きゃりーぱみゅぱみゅ、MIYAVI、ももいろクローバーZ、ONE OK ROCK の 5 組がノミネートさ
れました。 

投票は、EMA 公式サイト http://jp.mtvema.com（スマートフォン版 http://m.jp.mtvema.com）にて、10 ⽉ 24

⽇（⽊）18 時 59 分（⽇本時間）までの期間受け付けています。この投票によって選ばれた「ベスト・ジャパ
ン・アクト」のウィナーは、最終的に EMA 授賞式で発表される「ワールドワイドアクト賞」の栄冠を⽬指し、
各国代表との投票争いに挑みます。 
 
「2013 MTV EMA」全部⾨のノミネートは以下をご参照ください。また、「2013 MTV EMA」の出演アーティス
トは後⽇発表予定です。 
 
 
◆「2013 MTV EMA」ノミネート⼀覧 ※各部⾨ともアーティスト名 ABC 順（「最優秀“MTV PUSH”賞」を除く） 

 
最優秀楽曲賞／BEST SONG 

ブルーノ・マーズ「ロックド・アウト・オブ・ヘヴン」
ダフト・パンク「ゲット・ラッキー」（ft. ファレル・
ウィリアムス） 

マックルモア＆ライアン・ルイス「スリフト・ショッ
プ」（ft. ワンズ） 

リアーナ「ダイヤモンズ」 

ロビン・シック「ブラード・ラインズ」（ft. T.I. & フ
ァレル) 

最優秀ポップ賞／BEST POP 

ジャスティン・ビーバー 

ケイティ・ペリー 

マイリー・サイラス 

ワン・ダイレクション 

テイラー・スウィフト 
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最優秀⼥性アーティスト賞／BEST FEMALE 

ケイティ・ペリー 

レディー・ガガ 

マイリー・サイラス 

セレーナ・ゴメス 

テイラー・スウィフト 

最優秀男性アーティスト賞／BEST MALE 

ブルーノ・マーズ 

エミネム 

ジェイ・Z 

ジャスティン・ビーバー 

ジャスティン・ティンバーレイク 

最優秀ライブ賞／BEST LIVE 

ビヨンセ  

グリーン・デイ 

ジャスティン・ティンバーレイク 

ピンク 

テイラー・スウィフト 

最優秀新⼈アーティスト賞／BEST NEW 

バスティル 

アイコナ・ポップ 

イマジン・ドラゴンズ 

マックルモア＆ライアン・ルイス 

ルディメンタル 

最優秀ビデオ賞／BEST VIDEO 

ジャスティン・ティンバーレイク「ミラーズ」 

レディー・ガガ「アプローズ」 

マイリー・サイラス「レッキング・ボール」 

ロビン・シック「ブラード・ラインズ」(ft. T.I. & フ
ァレル) 

サーティー・セカンズ・トゥ・マーズ「アップ・イン・
ジ・エアー」 

最優秀ロック賞／BEST ROCK 

ブラック・サバス 

グリーン・デイ 

キングス・オブ・レオン 

クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ 

ザ・キラーズ 
 

最優秀オルタナティヴ賞／BEST ALTERNATIVE 

アークティック・モンキーズ 

フォール・アウト・ボーイ 

フランツ・フェルディナンド 

パラモア 

サーティー・セカンズ・トゥ・マーズ 

最優秀ヒップホップ賞／BEST HIP HOP 

ドレイク 

エミネム 

ジェイ・Z 

カニエ・ウェスト 

マックルモア＆ライアン・ルイス 

最優秀エレクトロニック賞／BEST ELECTRONIC 

アフロジャック 

アヴィーチー 

カルヴィン・ハリス 

ダフト・パンク 

スクリレックス 

No.1ファン賞／BIGGEST FANS 

トキオ・ホテル 

サーティー・セカンズ・トゥ・マーズ 

ワン・ダイレクション 

ジャスティン・ビーバー 

レディー・ガガ 

ベストルック賞／BEST LOOK 

ハリー・スタイルズ 

ジャスティン・ティンバーレイク 

レディー・ガガ 

リアーナ 

リタ・オラ 

最優秀“MTV PUSH”賞／BEST PUSH 

カーミン／ルディメンタル／イマジン・ドラゴンズ／
エイサップ・ロッキー／バスティル／オースティン・
マホーン／ブリジット・メンドラー／トム・オデール
／イギー・アゼリア／アイコナ・ポップ／トゥエンテ
ィ・ワン・パイロッツ 
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最優秀“MTV WORLD STAGE”賞／BEST WORLD 
STAGE 
アリシア・キーズ ／ファン.／ガービッジ／グリー
ン・デイ ／ジェイソン・ムラーズ／ジェシー・J／リ
ンキン・パーク／マックルモア＆ライアン・ルイス／
ノー・ダウト／パラモア／リタ・オラ／ロビン・シッ
ク／スヌープ・ライオン／ザ・ブラック・キーズ／ザ・
キラーズ 

ベスト・ジャパン・アクト／Best Japan Act 

（「ワールドワイドアクト賞／Worldwide Act」の⽇
本部⾨）  
EXILE 
きゃりーぱみゅぱみゅ 
MIYAVI 
ももいろクローバーZ 
ONE OK ROCK 

 
※ ⽇本以外の各国の「ワールドワイドアクト賞」のノミネートは、EMA 公式サイトにてご確認いただけま

す。 
 
※ ジャスティン・ティンバーレイク、マックルモア＆ライアン・ルイスは、両者とも「ワールドワイドアク

ト賞」の⽶国部⾨「ベスト US アクト」にノミネートされており、これをあわせて各 5 部⾨へのノミネー
トとなります。 

 
 
 

◆「2013 MTV EMA」開催概要 
 開催⽇： 2013 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽇）※現地時間。⽇本時間 11 ⽉ 11 ⽇（⽉） 

 開催場所： オランダ・アムステルダム ジッゴドーム（Ziggo Dome） 

 出演者： 後⽇発表予定 

 公式サイト： http://jp.mtvema.com （スマートフォン版 http://m.jp.mtvema.com） 

 EMA とは： 

「MTV VMA (Video Music Awards)」が、アメリカで⾏われる世界的な⾳楽祭典ならば、そのヨーロッパ版が
「MTV EMA (Europe Music Awards)」です。 

1994 年にドイツ・ベルリンで初開催された EMA は、ヨーロッパでは最⼤級の⾳楽アワードで、毎年欧州のさ
まざまな都市で開催されており、昨年はドイツ・フランクフルトで⾏われました。 

“ヨーロッパ”の名を冠しながらも、欧州という地理的な垣根を越えて世界中のトップアーティストをフィーチ
ャーした授賞式はまさに世界規模。本家 VMA に勝るとも劣らない内容で、⾳楽ファンから絶⼤な⽀持を集め
ています。 

従来からヨーロッパはもとより世界中の MTV 視聴者の投票で受賞者を決定する、「ファンが選ぶ⾳楽賞」とし
て実施されており、MTV と視聴者が⼀体となって作り上げるこの祭典は、⾳楽ファンの評価がダイレクトに反
映されるため、アーティストにとっても EMA での受賞は⾮常に名誉あるものとなります。 

また、普段はなかなか知り得ない各国の⼈気ローカルアーティストにスポットをあてた賞も、EMA ならではの
⾒どころです。 
 
 
 

＜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）Web: www.mtvjapan.com/hotline  


