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水樹奈々が挑む伝統のアコースティックライブ 

「MTV Unplugged: Nana Mizuki」 

MTV、スカパー!４Ｋ総合で 2017 年 1 月に放送決定 
10 月 23 日（日） 舞浜アンフィシアターにて収録 

スカパー! での MTV 視聴可能者限定 200 名様ご招待、9 月 15 日（木）より応募受付～ 

 

米国バイアコム社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社（所在地：東京都港区、代表

取締役社長：井股 進）が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル

「MTV」と、スカパーJSAT 株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：高田真治）は、

MTV 伝統のアコースティックライブ「MTV Unplugged」最新作の出演アーティストに水樹奈々を迎え、

10 月 23 日（日）舞浜アンフィシアターにて４Ｋ収録を実施、「MTV」※及びスカパー!の 4K 専門チャン

ネル「スカパー! 4K総合」にて 2017 年 1 月に放送することを決定しました（※MTV では HD 画質でのオ

ンエア） 

 

世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコー

スティックライブの源流としてその歴史を刻んできた「MTV 

Unplugged」。日本制作としては、2001 年の宇多田ヒカルから今年 7

月収録の高橋優まで、総勢 29 組のアーティストが登場しいつものライ

ブとは一味違うパフォーマンスを披露してきました。今回この伝統の

ステージに立つのは、昨年デビュー15 周年を迎え、声優や歌手、ナレ

ーターなど多方面で活躍している水樹奈々です。これまで数多くのス

タジアムを満員にし、斬新な演出と圧巻のパフォーマンスでオーディ

エンスを楽しませてきた彼女が、Unplugged のステージでどのような

世界を見せてくれるのか、注目が集まります。水樹奈々はこのたびの

出演について以下のようにコメントしています。 

「すごく緊張しています。水樹奈々のライブというと、元気に走り回

るイメージが強いと思いますが、またそれとは違う、アンプラグドで

しか見られないライブになると思います」 

 

ライブの模様は 4K 収録し、2017 年 1 月に「MTV」及び「スカパー! 4K 総合」で放送します。また、ラ

イブ放送直前の 1 月上旬には特別番組「MTV Unplugged: Nana Mizuki 事前特別番組」を「BS スカパ

ー!」で放送予定です。この一夜限りの貴重なライブに 200 名様を抽選でご招待します。応募はスカパー! 

ワクワクプレゼントサイト（https://my.skyperfectv.co.jp/present）で、9 月 15 日（木）0:00 より 

9 月 30 日（金）23:59 の期間受け付けます。 

https://my.skyperfectv.co.jp/present
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◆「MTV Unplugged: Nana Mizuki」概要 

 日程：2016 年 10 月 23 日（日） afternoon stage / evening stage の 2 公演を実施 

 会場：舞浜アンフィシアター 

 MTV 公式サイト：http://www.mtvjapan.com/unplugged-nanamizuki 

 応募ページ：https://my.skyperfectv.co.jp/present 

 応募期間：2016 年 9 月 15 日（木）0:00～9 月 30 日（金）23:59 

 応募条件：スカパー! にて MTV をご契約（パック・セット含む）されている方。 

 当選人数：合計 200 名様 

 放送予定：MTV（323ch）及びスカパー! 4K 総合（596ch）にて 2017 年 1 月放送 

     ※MTV では HD 画質でのオンエア。4K 放送視聴には 4K 対応受信機器とスカパー!プレミアムサービスへの加入

が必要です。詳細はスカパー!４K 公式サイト（http://www.skyperfectv.co.jp/4k/）をご確認ください。 

 

◆関連番組 

 MTV（CS323/プレミアムサービス 640） 

- 「MTV Select 10: 水樹奈々」（水樹奈々がお気に入りの洋楽 10 タイトルを紹介） 

9 月 24 日（土）22:00－23:00（初回放送）、9 月 28 日（水）22:00－23:00（再放送） 

10 月 11 日（火）21:00－22:00（再放送）、10 月 17 日（月）23:00－24:00（再放送） 

- 「水樹奈々 Live Selection」（水樹奈々が自身の歴代のライブから厳選したステージを紹介） 

#1：10 月 17 日（月）24:00－24:30（初回放送）、10 月 21 日（金）22:00－22:30（再放送） 

#2：11 月放送予定 

#3：12 月放送予定 

 BS スカパー!（BS241/プレミアムサービス 585） 

- 「MTV Unplugged: Nana Mizuki 事前特別番組」（特別番組を放送。内容は決まり次第お知らせいたします。） 

2017 年 1 月上旬放送 

 
◆水樹奈々プロフィール 

声優・ナレーター・歌手。1997 年に声優デビュー後、2000 年に歌手デビュー。2009 年にアルバム『ULTIMATE DIAMOND』

で声優初のオリコンウィークリーチャート 1 位を獲得し、同年「NHK 紅白歌合戦」に初出場。2010 年にもシングル

『PHANTOM MINDS』でオリコンウィークリーチャート 1 位を獲得し、以降アルバム・シングル共に数多くの作品で TOP3

入りを記録。圧倒的なライブパフォーマンスに定評があり、西武プリンスドーム、QVC マリンフィールド、横浜スタジア

ムに加え、2011 年には東京ドーム公演を開催し、2DAYS で 8 万人を動員。又、2013 年には台湾で初の海外公演を開催。

同時に日本国内のみならず、アジア各国へのライブビューイングを行うなど、海外へも活動の幅を広げている。2014 年に

はライブの功績が評価され、平成 25 年度（第 64 回）芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。2016 年 4 月には二度目とな

る東京ドーム公演 2DAYS を行った。同年 7 月 13 日には 34 枚目となるニューシングル『STARTING NOW！』をリリース。

9 月 22 日には自身初となる阪神甲子園球場でのライブ「NANA MIZUKI LIVE PARK 2016」の開催が決定している。声優と

しての代表作は「NARUTO-ナルト-」、「ハートキャッチプリキュア！」、「魔法少女リリカルなのは」シリーズ。 

 
◆MTV Unplugged とは 

「MTV Unplugged」は、“プラグを抜いた”の意の通り、アコースティックな手法とオーディエンスとの親密な距離にこ

だわり、独特の緊張感と一体感に包まれたライブ空間を実現する、MTV が誇る大人気企画です。1989 年にニューヨーク

で初めて実施されて以来、エリック・クラプトンやマライア・キャリー、オアシスといった音楽界のスーパースターから、

アデル、ケイティ・ペリー、アダム・ランバートらポップシーンの実力派まで、100 組を超えるアーティストが出演し、

音楽ファンのみならず、アーティストや音楽業界全体に熱烈な「Unplugged」ファンを生み出してきました。ライブ CD

「アンプラグド～アコースティック・クラプトン」で、エリック・クラプトンが 1992 年グラミー賞の「アルバム・オブ・

ザ・イヤー」以下 6 部門を独占するなど、数々の記録やエピソードを生み出してきたことでも知られ、「出演できるのは一

流の証」とさえ言われています。日本制作ではこれまで宇多田ヒカル、平井堅、絢香、加藤ミリヤ、西野カナ、VAMPS、

高橋優ら 29 組が出演し、今回の「MTV Unplugged: Nana Mizuki」は通算 30 作目となります。 

http://www.mtvjapan.com/unplugged-nanamizuki
https://my.skyperfectv.co.jp/present
http://www.skyperfectv.co.jp/4k/

