
- Page 1 / 4 - 

報道関係各位 

 

2015 年 11 月 26 日 

バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社 

 

「MTV VMAJ 2015 -THE PARTY!!-」 

各部門の受賞者やゲスト・セレブリティーが参加し華やかな一夜に 

三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE が「最優秀ビデオ賞」を受賞！ 
 

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」を日本で展開するバイアコム・

ネットワークス・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：井股進）は、年間の優れたミュー

ジックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ 2015」の受賞者が集うスペシャルイベント「MTV 

VMAJ 2015 -THE PARTY!!-」を 11 月 26 日（木）、恵比寿「act＊square」にて開催いたしました。 

 

「MTV VMAJ」は、年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワードです。14 回目を迎える今

年は、一般投票により受賞者が決定する主要 10 部門（ミュージックビデオが対象）および特別部門（ア

ーティストが対象）と、MTV ジャパンが選出する主要 7 部門（アーティストが対象）で構成され、投票

は 10 月 2 日（木）から 11 月 7 日（土）23:59 までの期間 VMAJ.JP で受け付けました。各部門の受賞作

品・アーティストは 11 月 9 日（月）に発表され、本日開催した「MTV VMAJ 2015 -THE PARTY!!-」には、

最優秀賞の栄誉を勝ち取ったアーティストのうち 6 組が会場に来場し、トロフィーの授与が行われまし

た。また、洋邦含む全ノミネート 45 作品の中から最も票を集めた作品に贈られる「最優秀ビデオ賞」も

発表されました。 

 

イベントのホストに抜擢されたのは VERBAL。これまでに数々の優れた作品を発表しミュージックビデ

オの監督経験もある VERBAL の幅広い知識と、登壇アーティストへの敬意を込めたトーク、観客との距

離を縮めるような呼びかけにより会場は華やかながらもアットホームな雰囲気に包まれました。 

 

ステージには各部門の受賞アーティストが続々登壇しました。「最優秀 R&B アーティスト」を受賞した

三浦大知は「この賞の名に恥じぬよう、R&B アーティストとしてしっかり頑張りたいです」と語り、観

客からの歓声に笑顔でこたえました。「ベスト・ライブ・パフォーマンス賞」を受賞した BASEMENT JAXX 

(w/TEAM SYACHIHOKO)からは、BASEMENT JAXX のコメント映像が会場で紹介され、“チームしゃちほこ”

を代表して咲良菜緒が登壇しました。咲良菜緒は「次は私たちがイギリスに行ってライブしたいと思い

ます！」と意気込みを語ります。「最優秀ヒップホップアーティスト」を受賞した AK-69 は、「ヒップホ

ップは音楽だけなく、生き様をプラスして輝くもの。選んでくれたことを光栄に思います」と晴れやか

な表情を見せました。三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE は「最優秀邦楽グループビデオ賞」を

受賞した喜びを「自分たちはミュージックビデオにはとても力を入れているので、こんな素晴らしい賞

をいただいて嬉しいです。」と話しました。 

また、MTV ヨーロッパが 10 月 25 日に開催した音楽授賞式「2015 MTV EMA」において、世界各国の人

気アーティストが投票レースを競う“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”のウィナーに輝いたでんぱ組.inc と、“ベスト UK&アイルランド・アクト”に輝いたイギリス出身のリ

http://www.mtvjapan.com/vmaj2015/
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トル・ミックスが登壇しトロフィーを受領するという MTV ならではの演出もイベントを一層盛り上げま

した。 

特別賞はゲスト・セレブリティーの小籔千豊により発表され、“現在の日本のミュージックシーンにおい

て多大な貢献をした邦楽アーティストに贈られる賞”である「Contribution to Entertainment Award」に平

井堅、倖田來未、JUJU の 3 組が輝きました。それぞれデビュー20 周年、15 周年、10 周年の節目を迎え、

今後さらなる活躍が期待されます。 

イベントは DJ DARUMA&JOMMY、TJO の DJ プレイはもちろん、参加アーティストによるライブ・パ

フォーマンスも披露されました。これまでに 4 回の VMAJ 出演歴を持つ Crystal Kay がオープニングで一

気に会場のボルテージを上げ、「ネクスト・ブレイク・アーティスト賞」に輝いた Beat Buddy Boi は、

ダンス界の数々の賞を獲得した実力を証明するパフォーマンスで会場を沸かせました。「最優秀邦楽新人

アーティストビデオ賞」を受賞した DOBERMAN INFINITY は、「INFINITY」を披露し、会場の興奮は最

高潮に達しました。 

イベントのラストには、この日のハイライトでもある「最優秀ビデオ賞」が発表されました。全ノミネー

ト 45 作品の中からもっとも投票数の多かった作品に贈られるこの賞に輝いたのは、三代目 J Soul 

Brothers from EXILE TRIBE の「Eeny, meeny, miny, moe!」です。受賞を受け「まさかこんな最高な賞

を取れるとは思っていなかったので、本当にびっくりしています。素敵な賞に恥じぬよう、今後もパフォ

ーマンスを磨いて、またこのような賞をもらえるようにがんばります」と笑顔を見せ、観客からはこの日

一番の拍手と歓声が贈られました。 

イベントの模様は、12 月 19 日（土）20 時より MTV にて放送いたします。 

 
【受賞作品（投票部門）】 ※（）内ディレクター名 

・ 最優秀ビデオ賞：三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「Eeny, meeny, miny, moe!」(久保茂昭） 

・ 最優秀邦楽男性アーティストビデオ賞－Japan：星野 源「SUN」（関和亮） 

・ 最優秀洋楽男性アーティストビデオ賞－International：ファレル・ウィリアムス 「Freedom」 （Paul Hunter） 

・ 最優秀邦楽女性アーティストビデオ賞－Japan：安室奈美恵「Birthday」（Haruka Furuya） 

・ 最優秀洋楽女性アーティストビデオ賞－International：アリアナ・グランデ「Problem feat. IGGY AZALEA」 

（Nev Todorovic） 

・ 最優秀邦楽グループビデオ賞－Japan：三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「Eeny, meeny, miny, moe!」

(久保茂昭） 

・ 最優秀洋楽グループビデオ賞－International：OK GO「I Won't Let You Down」（Kazuaki Seki and Damian 

Kulash, Jr.） 

・ 最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞－Japan：DOBERMAN INFINITY「INFINITY」（新宮良平） 

・ 最優秀洋楽新人アーティストビデオ賞－International：イヤーズ＆イヤーズ 「King」（Nadia） 

・ 最優秀コラボレーション賞：ももいろクローバーZ vs KISS「夢の浮世に咲いてみな」（長添雅嗣） 

 

【受賞アーティスト（MTV 選出部門）】 

※MTV 選出による、今年優れた功績を残し、音楽シーンを盛り上げたアーティストに贈られる部門 

・ 最優秀ロックアーティスト: VAMPS 

・ 最優秀ヒップホップアーティスト: AK-69 

・ 最優秀 R&B アーティスト: 三浦大知 

・ 最優秀ダンスアーティスト: Perfume 

・ 最優秀メタルアーティスト: BABYMETAL 

・ 最優秀企画賞: 安室奈美恵 

・ ベスト・ライブ・パフォーマンス賞: BASEMENT JAXX (w/TEAM SYACHIHOKO) 
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【特別賞（MTV 選出）】 

Contribution to Entertainment Award（特別賞） 

※MTV 選出による、現在の日本のミュージックシーンにおいて多大な貢献をした邦楽アーティストに贈られ

る賞 

 平井堅 

 倖田來未 

 JUJU 
 

【Next Break Artist 受賞アーティスト（投票部門）】 

※一般投票に加え、無料通話・メッセージアプリ「Viber」における各アーティストの「公開トーク」フォロ

ワー数もカウントして決定 

 Beat Buddy Boi 
 
■MTV VMAJ 2015 実施概要■ 

投票期間：10 月 2 日（金）～11 月 7 日（土） 

投票方法：オフィシャルサイト VMAJ.JP にて実施  

結果発表：11 月 9 日（月） 

応募総数：95 万件 

 

■「MTV VMAJ 2015 -THE PARTY!!-」開催概要 

日時：2015 年 11 月 26 日（木） 

ホスト：VERBAL 

ゲスト・セレブリティー：AK-69、Beat Buddy Boi、Crystal Kay、でんぱ組.inc、DOBERMAN INFINITY、小籔千

豊、三浦大知、チームしゃちほこ（咲良菜緒）、リトル・ミックス、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

（NAOTO、小林直己、ELLY、今市隆二、登坂広臣、岩田剛典） 

DJ: DJ DARUMA&JOMMY、TJO 

会場：恵比寿「act＊square」（東京都渋谷区恵比寿 4-19-19） 

来場者数：250 人 

主催：バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社 

スポンサー： ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社、チケットキャンプ、ストライド、サントリー

ビール株式会社  

デジタル・アプリケーション・パートナー：Viber Media Ltd 

 

■オンエア情報 

「MTV VMAJ 2015 -THE PARTY!!-」（内容：パーティーの様子） 

【初回放送】12 月 19 日（土）20:00～21:00 

【再放送】12 月 20 日（日）18:00～19:00、12 月 21 日（月）21:00～22:00、12 月 25 日（金）22:00～23:00 

12 月 31 日（木）22:00～23:00 

 

「MTV VMAJ 2015 受賞作品特集」（内容：受賞作品の紹介） 

【初回放送】12 月 1 日（火）21:00～23:00 

【再放送】12 月 6 日（日）19:00～21:00、12 月 11 日（金）15:00～17:00、12 月 14 日（月）21:00～23:00 

12 月 19 日（土）21:00～23:00 

 

http://www.mtvjapan.com/vmaj2015/
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### 
 

【MTV VMAJ とは】 

音楽を“聞くもの”から“見て楽しむもの”へと変えたパイオニア「MTV」を象徴する、伝統ある米国「MTV VIDEO MUSIC 

AWARDS」の日本版として、MTV JAPAN が 2002 年以来開催している音楽アワード。多岐の部門にわたるノミネーション

は、「映像作品としてのクオリティ、インパクト、斬新さ、楽曲とのマッチング」、「楽曲自体のクオリティ」、「アーティス

ト自身の魅力／パワー」の 3 点を重視し、アーティスティックな側面だけでなく、テクニカルな観点からなど、さまざま

な角度から選考を重ね、決定されます。さらに、ノミネート・ビデオからの受賞作品を決めるのは、視聴者、一般の方か

ら募る投票であり、“ファンが選ぶ音楽賞”として大きな支持をいただいてまいりました。今年は新部門の設立や受賞者が

集うスペシャルイベントの実施等、新たな試みで展開いたしました。 

 
 
【ジャガー・ランドローバーについて】 

ジャガー・ランドローバーは、英国を代表する自動車メーカーであり、英国における最大の輸出メーカーのひとつです。

プレミアム・ラグジュアリー・スポーツ・サルーン、スポーツカーをグローバルで展開するジャガーと、全天候型プレミ

アム SUV 業界をリードするランドローバーの、英国を象徴する 2 つのブランドを有しています。すべてのジャガー・ラン

ドローバー車両のエンジニアリングとデザインは英国で行い、最新の製造、研究、開発施設の建設、拡張のために数十億

ポンドの投資をしています。2015 年、ジャガーはブランド誕生 80 周年、レンジローバーは誕生 45 周年という記念すべき

年を迎えました。今後もさらなる成長を目指し、より魅力的なモデルを開発し、積極的な市場投入をしていきます。なお、

現在、日本においては以下の車種を輸入、販売をしています。 

ジャガー：「XE」、「XF」、「XJ」、「F-TYPE」URL：http://www.jaguar.co.jp 

ランドローバー：「ディスカバリー・スポーツ」、「ディスカバリー」、「レンジローバー・イヴォーク」、「レンジローバー・

スポーツ」「レンジローバー」URL：http://www.landrover.co.jp 

 

【チケットキャンプについて】 

チケットキャンプは、公演チケットを売ったり買ったりできるチケット専用フリマアプリです。国内外のアーティストの

ライブを始め、音楽フェス、演劇、スポーツ観戦と幅広いジャンルのチケットを取扱中です。定価以下のチケット取引は

手数料無料、公演当日まで取引ができる、チケットが届くまでチケット代金を運営が預かる「あんしん決済」といった特

徴があります。また、リクエスト機能を使えば欲しいチケットを登録することもできます。月間利用者数は 500 万人を突

破し、利用率 No.1！2015 年 11 月 20 日より TVCM を放映中。今ならアプリ限定で手数料半額キャンペーンを実施中です。 

チケットキャンプ -チケットフリマ No.1 アプリ- 

iOS アプリ URL：https://itunes.apple.com/jp/app/ticketcamp/id912606824?mt=8 

Android アプリ URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hunza.ticketcamp&hl=ja 

PC サイト URL：https://ticketcamp.net/ 

 
【ストライドについて】 

「ストライド」は 2010 年 5 月に発売を開始した噛み心地長続きガムブランドです。ターゲットである若者層のセンスを

意識したシンプルでスタイリッシュなデザインや、ユニークなウォレット形状のパッケージを採用し、ガムの領域を超え

たアイテムとして若者のライフスタイルへの浸透を図るとともに、市場活性化のための定期的な話題提供を継続してきま

した。小さな板ガム形状のスラブガム市場を牽引しており、これからも新たな消費シーンを提案しています。 

現在、ストライド オリジナル イヤホンが当たるキャンペーンを実施中。2015 年 12 月 31 日まで。詳しくはこちらへ。 

http://www.stride-gum.com/ 

 

【Viber 社について】 

Viber 社は、モバイルメッセージングと VoIP サービスのリーディングカンパニーで、楽天のグループ企業です。Viber 社が

提供する無料通話・メッセージアプリ「Viber」（https://viber.co.jp）を使えば世界中の人と無料でつながることができます。

「Viber」ユーザー同士であれば、世界中のどこでも無料で、テキストメッセージやスタンプ、写真、ビデオ、落書き、位

置情報のやり取り、ボイスメッセージ機能や高品質な通話サービスで会話を楽しむことが可能です。本年４月に日本でリ

リースした「公開トーク」は音楽やスポーツなど様々なジャンルの著名人、団体や企業がテキストメッセージや写真など

のコンテンツ、スタンプなどを専用アカウント上に投稿でき、フォロワーがそのメッセージやコンテンツなどをリアルタ

イムで閲覧できる機能です。「Viber」ユーザー以外でも「Viber Out」を使って、世界中のどの電話とも格安で通話するこ

とができます。「Viber」は、193 ヵ国においてユニーク ID 数ベースで 6 億人以上に利用されており、今後も新しいプラッ

トフォームの導入や新機能の追加によりイノベーションを起こし続けます。 

 

http://www.landrover.co.jp/
https://itunes.apple.com/jp/app/ticketcamp/id912606824?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hunza.ticketcamp&hl=ja
https://ticketcamp.net/
http://www.stride-gum.com/

