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バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社 

 

MTV 伝統のアコースティックライブ「MTV Unplugged」 

ももいろクローバーZ の出演が決定！ 
女性アイドルグループ初となる記念すべきライブは、11 月 7 日（火）都内某所にて収録 

 

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」は、 

ももいろクローバーZ を迎え、伝統のアコースティックライブ「MTV Unplugged」を 2017 年 11 月 7 日（火）

に都内某所にて収録することを発表しました。 

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」。日本制作としては宇多田ヒカル、平井堅、西野カナ、VAMPS、KinKi Kids

など、総勢 32 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。 

 

今回この伝統的なステージに立つのは、百田夏菜子、

玉井詩織、佐々木彩夏、有安杏果、高城れにの 5 人

によるアイドルグループ、ももいろクローバーZ で

す。2010 年に「行くぜっ！怪盗少女」でメジャー

デビューすると、オリコンデイリーチャート 1 位、

ウィークリーチャート 3 位を獲得。翌末には、さい

たまスーパーアリーナでの単独公演「ももいろクリ

スマス」を成功させ、国民的グループとしての地位

を確立しました。2014 年には女性グループ初＆史

上最速結成 6 年で、国立競技場でのワンマンライブ

を開催。年間の優れたミュージックビデオを発表す

る音楽アワード「MTV VMAJ」では、2015 年に「最優秀コラボレーション賞」を、今年「最優秀邦楽グルー

プビデオ賞」を受賞しています。ストリートライブを出発点に活動を開始し、今や日本を代表するグループと

なった彼女たちが、独特の緊張感を持つ「MTV Unplugged」でどのようなパフォーマンスを届けてくれるの

か、注目が集まります。 

この度の出演を受け、メンバーの高城れにから以下のコメントが届いています。 

「ももクロがMTV Unplugged にキター！ 本当に光栄です。ありがとうございます。めちゃめちゃ緊

張します！！ でも選ばれしものとして、胸張ってライブに挑みたいと思います！ Z の名にかけて、

ももいろクローバーZ、全力で楽しんで、全力で歌って、ちょっぴり大人な私達を届けられるように頑張

ります！」ももいろクローバーZ 高城れに                            

MTV ではこの貴重なライブに、視聴者の皆さまを抽選でご招待します。応募の詳細は 10 月 10 日（火）に

MTVJAPAN.COM にて発表します。ライブの模様は MTV にて収録し、後日特別番組として放送いたします。

また、開催を記念して 10 月より、ももいろクローバーZ の関連番組を編成します。 

http://www.mtvjapan.com/unplugged-momoirocloverz/
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『MTV Unplugged: Momoiro Clover Z』概要 

収 録 日：2017 年 11 月 7 日（火） 

収録場所：都内某所 

応募 URL：http://www.mtvjapan.com/unplugged-momoirocloverz/ 

応募受付詳細は 10 月 10 日（火）に発表いたします。 

 

関連番組 

「ももいろクローバーZ  MUSIC VIDEO HISTORY」 

ももいろクローバーZ の歴代ミュージックビデオ特集。 

10 月 1 日（日）17:00－18:00、10 月 17 日（火）21:00－22:00、10 月 25 日（水）19:00－20:00 

 

「MTV VMAJ 2017 -THE LIVE-」 

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」のスペシャルイベント。ももいろクローバーZ

はライブ・アクトとして出演。 

10 月 1 日（日）21:00－23:00、10 月 2 日（月）20:00－22:00、10 月 5 日（木）21:00－23:00 

10 月 7 日（土）19:00－21:00、10 月 11 日（水）19:00－21:00、10 月 15 日（日）18:00－20:00 

10 月 17 日（火）22:00－24:00、10 月 23 日（月）21:00－23:00、10 月 27 日（金）22:00－24:00 

 

「ももいろクローバーZ Live History Part1 -2011～2014-」 

年代別歴代ライブ特集。5 人体制となった 2011 年から 2014 年の国立競技場でのライブまでを、2 時間にわたりオンエ

ア。11 月放送予定 

 

「ももいろクローバーZ Live History Part2 -2014～2017-」 

年代別歴代ライブ特集。2014年夏の日産スタジアムでのライブから 2017年の最新ライブまで 2時間にわたりオンエア。

12 月放送予定 

 

◆ももいろクローバーZ 

柴咲コウや北川景子が所属する大手芸能事務所スターダストプロモーションに所属する百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩

夏、有安杏果、高城れにの 5 人によるガールズユニット。次世代の新人プロジェクトとして 08 年春に結成。グループ名

は「ピュアな女の子が、幸せを運びたい」という意味を込めて「ももいろクローバー」と命名された。ストリートライブ

を出発点に活動を開始し、09 年 8 月に「いま、会えるアイドル」というキャッチフレーズのもとシングル「ももいろパン

チ」でインディーズデビュー。10 年 5 月に「行くぜっ！怪盗少女」でメジャーデビューすると、オリコンデイリーチャー

ト 1 位、ウィークリーチャート 3 位を獲得。10 年 11 月にはキングレコード・スターチャイルドレーベルよりメジャー2nd

シングル「ピンキージョーンズ」を発売。メンバーの身体能力を活かしたアクロバティックなダンスやバラエティタレン

ト顔負けのトークによってライブ会場を盛り上げ、次第に個性的なグループとして頭角を顕すようになっていく。10 年

12 月 24 日に日本青年館でグループ史上初のホール単独公演を開催。翌 11 年 3 月に 3rd シングル「ミライボウル」を発

売し、オリコンウィークリーチャート 3 位を獲得。マスメディアからも注目を集める中でメンバーの一人である早見あか

りが脱退を表明。6 人最後のライブとなる 11 年 4 月の中野サンプラザ公演で、グループ名を「ももいろクローバー」か

ら「ももいろクローバーZ」へ改名する。11 年 7 月には待望のファーストアルバム「バトル アンド ロマンス」を発表し、

オリコンウィークリー3 位の成績を残した。11 月には 6th シングル『労働讃歌』を発売し、同年末には自身初となるさい

たまスーパーアリーナでの単独公演「ももいろクリスマス」を成功させる。12 年 2 月には「バトル アンド ロマンス」が

『第 4 回 CD ショップ大賞』で大賞を受賞。3 月発売のシングル「猛烈宇宙交響曲・第七楽章『無限の愛』」も前作以上の

支持を集め、4 月には横浜アリーナで 2DAYS 公演、そして 6 月には 8th シングル「Z 女戦争」を発売。8 月には史上最

年少での単独西武ドーム公演を行い、会場の 37,000 人とライブビューイング合わせて合計 50,000 人を動員した。同年

http://www.mtvjapan.com/unplugged-momoirocloverz/
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秋には完全生演奏によるアコースティック・ライブを行い新たな一面を見せた。11 月には 9th シングル「サラバ、愛し

き悲しみたちよ」を発売。世界的ギタリスト布袋寅泰が作曲・編曲を手掛けたこの楽曲は、自身初となる全国区のドラマ

主題歌に抜擢され、話題の一作となった。12 月 24 日/25 日には、さいたまスーパーアリーナにて「ももいろクリスマス」

2DAYS 公演を行い、全国で同時生中継されたライブビューイングを含め、2 日間で延べ 62,000 人を動員した。12 年末

には結成当時からの目標であった第 63 回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、翌 13 年元旦には新たな目標地を国立競技

場とすることを発表した。2013 年 3 月には 2nd フルアルバム「5TH DIMENSION」の発売に先駆けて、グループ初とな

るアリーナツアー「5TH DIMENSION」ツアーを実施。2nd フルアルバムは、自身初となるオリコンウィークリーランキ

ング１位を獲得。同週のオリコンウィークリーランキングの 2 位には 1st フルアルバム「バトル アンド ロマンス」がラ

ンクインし、女性グループアーティスト初となるアルバムランキング 1、2 位の独占を果たした。アルバムが発売された

週末には西武ドームで 2days 公演を行い、ライブビューイングを含め、2 日間で延べ 90,000 人を動員。8 月には国内最

大規模の収容人数を誇る日産スタジアムで LIVE を行い、会場とライブビューイングを合わせて約 85,000 人のファンを

魅了した。13 年 9 月からは 10th シングルと同タイトルの「GOUNN」TOUR を全国 8 カ所で開催。12 月には前代未聞

の極寒の西武ドーム公演を行い、会場とライブビューイング合わせて 65,000 人を動員し、目標であった国立競技場での

ライブをその場で発表した。14 年 3 月には女性グループ初＆史上最速結成 6 年で国立競技場でワンマンライブを開催。2

日間で会場110,000人とライブビューイング40,000人合わせて150,000人を動員。更に7月には日産スタジアム2DAYS

ライブを開催し、延べ 151,606 人を動員。2015 年上半期には KISS とのコラボレーションシングル「夢の浮世に咲いて

みな」、主演映画『幕が上がる』主題歌「青春賦」、劇場版『ドラゴンボール Z 復活の「F」』主題歌「『Z』の誓い」を発売。 

2016 年 2 月には約 3 年振りとなるオリジナルアルバム 3rd ALBUM「AMARANTHUS」& 4th ALBUM「白金の夜明け」

を 2 枚同時発売。アルバムを携えた初の 5 大ドームツアーには 25 万人を動員した。2017 年 8 月 5 日（土）、6 日（日）

には「ももクロ夏のバカ騒ぎ 2017 -FIVE THE COLOR Road to 2020-」と題して、初の味の素スタジアムでのライブを

行った。 

 

◆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、矢井田瞳、布袋寅泰、KREVA、長瀬智也、 

絢香、Salyu、加藤ミリヤ、キヨサク、BENI、PUSHIM、CNBLUE、clammbon、MONKEY MAJIK、青山テルマ、JUJU、 

9mm Parabellum Bullet、福原美穂、WEAVER、井手綾香、Chara、the HIATUS、西野カナ、FTISLAND、長渕剛、中

島美嘉、VAMPS、高橋優、水樹奈々、木村カエラ、KinKi Kids が出演しています。 

 

◆本リリースおよび番組内容に関する一般のお客様によるお問い合わせ先◆ 

MTV HOTLINE 0120－080－349（オペレーター対応） 平日 10:00～18:00）http://www.mtvjapan.com 

◆本リリースおよび番組に関する報道関係者によるお問い合わせ先◆ 

バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社 広報担当:露口 TEL:03-6870-7693 E-mail：pr@vimn.com 

MTV PR 事務局（プラップジャパン内）荒川、吉川 TEL:03-4580-9101 E-mail：mtv-pr@ml.prap.co.jp 

http://www.mtvjapan.com/
mailto:mtv-pr@ml.prap.co.jp

