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 フォッグ株式会社(所在地:東京都渋谷区 代表取締役社長:関根 佑介)が運営するユーザー参加型
アイドル応援アプリ「CHEERZ(チアーズ)」と、株式会社 Zepp ライブ(所在地:東京都港区 代表取
締役:杉本 圭司)が運営するフェス型ライブイベントシリーズであり日本のポップカルチャーの祭
典「@JAM(アットジャム)」と、アイドル市場拡大を目的とした包括的業務提携契約を締結いたし
ました事を発表いたします。 
  
 今回の業務提携は、国内外問わず、もっと多くの人々に良質なアイドルカルチャーを届け、アイ
ドル業界の発展と拡大を目指すという両者の目的が一致した事により取り組みが決定いたしまし
た。 
 
 まずは今年 8月 29日（土）に横浜アリーナで開催される日本最大級のアイドルフェス「@JAM 
EXPO 2015」を皮切りに、相互のコンテンツ提供と共同プロモーションを実施して参ります。 
  
＜WEBスマホ領域での相互コンテンツ提供＞ 
 7 月よりWEB 上と「CHEERZ」アプリ内に、8 月 29 日に行われる@JAM EXPO 特設ページ
（http://at-jam.cheerz.cz/）が立ち上がり、スマホデバイスに最適化された形でイベントの最新
情報を発信していきます。 
 特設ページ内には、＠JAM EXPO 出演アイドルによる CHEERZ と連携した写真コンテンツや
イベントの最新情報などが掲載され、参加アイドルの魅力やイベント見どころをお届けする予定で
す。また、@JAM EXPO当日は、CHEERZを活用したコンテンツやリアルタイム速報なども行わ
れます。 
 
＜海外進出における共同プロモーション＞ 
 「CHEERZ」が協業を発表している多言語情報サイト「Tokyo Girls’ Update」での情報出し
を始め、「CHEERZ」の出展が決定している、タイ「Connect Japan」、フランス「JAPAN EXPO」、
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アメリカ「J-POP SUMMIT」などのフェスやエキスポにおいて、日本のアイドルの見本市として
「@JAM EXPO」の海外宣伝も同時に行っていく予定です。 
 
＜＠JAM✕CHEERZプロジェクトの目指すビジョン＞ 
「CHEERZ」は、スマホアプリの手軽さとオシャレなクリエイティブを通して、WEB・SNS上へ
コンテンツを介した情報拡散を行うことにより、今までアイドルを知る機会がなかった方々や海外
のファンにも知ってもらえるきっかけを創ります。 
また、「@JAM」はアイドルが最大限の魅力を発揮できるライブステージを作っていくことで、熱
量の高いアイドルファンはもちろんのこと、初めてアイドルを見た方にも楽しんでいただき、アイ
ドルシーンを更に拡大し盛り上げていきます。 
 双方が互いの得意分野を最大限活かし、補完しあうことにより、アイドル市場全体の拡大と活性
化を目指します。 
 
☆	 「CHEERZ」×「@JAM EXPO」特設ページ（http://at-jam.cheerz.cz/） 
 
 
※1)「@JAM EXPO 2015」とは？ 
 “@JAM”シリーズ最大規模のフェス！ 
2014年8月に初めて開催されたEXPOは、横浜アリーナに総勢100組のアイドル たちが集結！ 
会場内のさまざまな場所に複数のステージを用意し、ライブは勿論、握手会やトーク、DJタイム、
アイドルによる運動会まで、盛りだくさんな内容で話題を集 めました。 また、チケットは、国内
だけでなく海外でも販売し、多くの外国人のお客さまも お越しいただきました。 同時に会場では、
アジアをはじめ、欧米の音楽メーカーやメディア・業界関係者へもご案内をし、COOL JAPANセ
ミナーを実施。 
国内最大級のアイドルよる “国際音楽見本市”となりました。 
その@JAM EXPOが、今年も横浜アリーナで開催決定！  
昨年以上にパワーアップした内容で、シーン全体を盛り上げていきます。 どうぞお楽しみに 
 
※2) ポップカルチャーの祭典@JAMとは? 
アニメ・アイドル・ボーカロイド・コスプレ他々、日本独自のカルチャーの数々を「ジャンルを超
えて多くの人に凝縮して紹介したい!」という思いのもと、2010年 11月秋葉原にて回遊型カルチ
ャーイベント “ヲタJAM” を開催。 その後、2011 年11 月にはネーミングも新たに “@JAM” と
し、新木場コーストにてアニソンやアイドル、ボカロやDJ など各ジャンルを代表するアーティス
トのライブと共に、即売会・アニメ・フード等々、バラエティに富んだ内容で実施し、大きな話題
に！ 
2013 年からは、メイン会場をお台場Zepp Diver City に移し、アニソン・アイドルを中心とし
た内容で 2日間開催し、 即日完売、翌年の@JAM 2014 も即完売となり、大反響を戴きました。 
現在@JAM は、国内のファンのみならず、海外からお客さまや取材等も含め、カルチャーフェス



として盛り上がりをみせてきています。 
 
 
＜イベント概要＞ 
【タイトル】@JAM EXPO 2015（アットジャム エキスポ ニセンジュウゴ） 
【日時】2015年 8月 29日（土）  
【会場】横浜アリーナ 
【開場／開演】9:00／10:00 
【価格・券種】スタンダードチケット 
・CD付きスタンディングチケット  7,000 円(税込) 
・CD付き指定チケット       8,000 円(税込) 
スペシャルVIP チケット(数量限定)  35,000 円(税込)  
※小学生以下無料 (保護者同伴に限ります) 
※男女ともに無料。但し、保護者同伴に限ります＜対象：4～12歳（小学生）まで＞ 
※3歳以下は入場不可。 
チケット詳細はオフィシャルサイトをチェックしてください。 
【出演】アイドルネッサンス、アイドルカレッジ、アップアップガールズ（仮）、からっと☆、吉
川友、callme、青 SHUN学園、Cheeky Parade、つりビット、DIANNA☆SWEET、でんぱ組.inc、
9nine、nanoCUNE、ハコイリ♡ムスメ、ベイビーレイズ JAPAN、妄想キャリブレーション、山
口活性学園アイドル部、夢みるアドレセンス、RYUTist、lyrical school…and more!! 
【一般発売日】7月 25日（土） 
【主催】Zepp ライブ 
【企画】＠JAM EXPO 2015 実行委員会 
【制作】Zepp ライブ／ソニー・ミュージックコミュニケーションズ 
【協力】ローソンHMVエンタテイメント、SHOWROOM、Pigoo、MTV81、DISK GARAGE 
【オフィシャルサイト】 
@JAM EXPO 2015: http://at-jam.jp/expo2015/ 
＠JAM総合サイト：http://at-jam.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下、アプリ詳細となりますので、ご確認のほどお願いいたします。 



ユーザー参加型アイドル応援アプリ「CHEERZ」 

 
 
アイドルの写真を観て楽しむ！ 
「CHEERZ」のフィードには アイドル本人が
スマホで撮影したスナップや自撮りなどの投
稿写真が、ユニットではなく個人単位で流れて
きます。（※1）投稿された写真は時系列で流れ
てくるため、自分の好きなアイドルだけでなく、
新しいアイドルを知ったり、既知のアイドルの
新しい一面を見つけたりするなどの発見が生
まれます。 
 
 
 
 
 
気になったアイドルを「CHEER」して応援する！ 
ユーザーは「可愛い！」「面白い！」「カッコい
い！」など心が動いた写真に、ハートを送って
「CHEER（応援）することができます。ユー
ザーは投稿された写真に対し、「CHEER」をす
ることができますが、ユーザーが一度に
「CHEER」できる上限数は決まっており、上
限数に達すると一定時間経つまで「CHEER」
することができません。 
「CHEER」の上限数は、「CHEER」をした数
によってレベルがあがり、徐々に増えていきま
す。また、ログイン時や購入によって得られる
ポイントを使用することによって、「CHEER」
を早く回復させることができます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
多く応援されたアイドルに注目が集まる！ 
「CHEERZ」内にはランキングが２つあり、それ
ぞれ、デイリー/マンスリーで見ることが出来ま
す。 
1. アーティストランキング：参加しているアイ 
ドル毎の「CHEER」獲得数に応じたランキング。 
2. ファンランキング：参加アイドル毎の
「CHEER」をしている回数に応じたユーザーの
ランキング。 
この他に、期間限定で企画毎にランキングがあり
ます。 
アーティストランキングに入賞することによっ
て、アイドルはアプリ内でのピックアップや、 
提携する他媒体での露出等のさまざまな特典を 
獲得することができます。
          
 
「CHEERZ」が目指す先  
日本が世界に誇るコンテンツである“アイドル”の認知を、日本国内での有名無名問わず、世界に拡
げる事が出来る、そんなきっかけになるアプリを目指します。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 写真を投稿出来るのはフォッグ株式会社が契約を交わしたアイドルに限られます。 
 
 



CHEERZ 参加予定アイドル一覧(50 音順) 
 
アイドルカレッジ/ 青山☆聖ハチャメチャハイスクール / 天川宇宙 / ウルトラガールズ / 
ORANGE PORT / カラーポワント / 神宿 / CAMOUFLAGE / 川越 CLEAR'S / 偶想 Drop / 
小桃音まい / さんみゅ～ / じぇるの! / シブヤ DOMINION / JASPER～ジャスパー～ / じゅ
じゅ/ ジュネス☆プリンセス / Star☆T / STARMARIE / Stand-Up! Hearts / Stella☆Beats / 
せのしすたぁ / 滝口成美 / TAKENOKO / 月と太陽 / DIANNA☆SWEET / dela / 東京 
CLEAR'S / Tokyo Cheer2 Party / 東京ロケッツ / とちおとめ 25 / drop / 名古屋 CLEAR'S 
/ notall / Party Rockets / hanarichu / ハニースパイス / P.IDOL / PIP ( Platonics Idol 
Platform) / PiiiiiiiN / PPP!PiXiON / FYT / Faint⋆Star / FES☆TIVE / プティパ-petit pas!- / フ
ラップガールズスクール / プラニメ / Predianna / propetite / 放課後プリンセス / 放プリユ
ース / WHY@DOLL / ヤンチャン学園音楽部 / 横浜 CLEAR'S / 吉田凜音 / ラストクエスチ
ョン / La PomPon / リナチックステイト / 流星群少女 / Luce Twinkle Wink☆ 
 
■「CHEERZ」サービス概要 
1.対応 OS :iOS 版 iOS 7.0 以降。:Android 版 Android 4.1. 以降。 
2.カテゴリー :iOS 版 エンターテインメント :Android 版 エンターテインメント  
3.価格 :無料 (アプリ内課金あり) 
4.ダウンロードURL: 
◆「CHEERZ」iOS版ダウンロードURL  
https://itunes.apple.com/jp/app/id931749940 
◆「CHEERZ」Android 版ダウンロードURL  
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fogg.cheerz.app 
5.関連リンク:オフィシャルサイト http://cheerz.cz/ 
オフィシャル Twitter @cheerz_idol : http://twitter.com/cheerz_idol 
 
【CHEERZ BOOK vol.1 好評発売中！】 
発売日：3月 14日（土） 
価格：1,000 円（税抜き） 
発行元：フォッグ株式会社 
販売元：ファミマ・ドット・コム 
購入はこちら：http://goo.gl/IPlEZH 
 
【CHEERZ BOOK vol.2 発売情報】 
発売日：4月 30日（木） 
価格：1,000 円（税抜き） 
発行元：フォッグ株式会社 
販売元：ファミマ・ドット・コム 



購入はこちら：http://goo.gl/wBwhRO 
 
◇ フォッグ株式会社概要 
本店所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-11-6 ラウンドクロス渋谷 5F  
設立日 :2013 年 6月 5日 
代表者 :代表取締役社長 関根 佑介 (せきね ゆうすけ) 
資本金 :6,300 万円 ※2015 年 3 月末現在 
URL : http://fogg.jp 
 
【運営サービス】 
• 連絡先アプリ「iam(アイアム)」https://www.iam-app.jp/ 
• アイドル応援アプリ「CHEERZ(チアーズ)」http://cheerz.cz/ 
 
■サービス・報道関係お問い合わせ先 フォッグ株式会社 
広報室 石田雄彦 
TEL: 03-6427-9893 
E-mail: ishida@fogg.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


