
2015年3月31日	 

	 	 ユナイテッド株式会社	 

（コード番号：2497	 東証マザーズ）	 

	 

子会社フォッグ(株)提供のアイドル応援アプリ『CHEERZ(チアーズ)』、  

タイ、フランス、アメリカで開催される  

来場者 10万人規模の Japan  Fes.に  

『CHEERZ』参加アイドルのライブステージを用意  

〜『CHEERZ』を紹介するブース出展も決定〜  

  

	 ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：早川与規、証券コー

ド：2497、以下ユナイテッド）は、子会社のフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代

表取締役：関根祐介）が、提供するユーザー参加型アイドル応援アプリ『CHEERZ』の海外

展開本格化につき、タイ、フランス、アメリカで開催されるJapan	 Fes.(※1)にブースを出

展し、『CHEERZ』参加アイドルのライブステージも用意することを決定しましたのでお知

らせいたします。	 

	 

	 『CHEERZ』は、アイドル本人が投稿した自撮り写真やスナップに対し、ユーザーが

「CHEER(応援)」することによって参加アイドルの活躍の場が広がっていくという仕組みの

“ユーザー参加型”のアイドル応援アプリです。	 

	 

	 この度、5月にタイで開かれる「Connect	 Japan	 2015」、7月にフランスで開かれる「Japan	 

Expo」、8月にアメリカで開かれる「J-POP	 SUMMIT	 FESTIVAL	 2015」という、それぞれ10万

人規模の来場者が見込まれるJapan	 Fes.に、『CHEERZ』を紹介するブースを出展すること

となりました。	 

	 

	 また、ブース出展と合わせて、これまで『CHEERZ』のニュース配信で協業してきた、日

本のガールズポップカルチャーに関する最新情報を海外へ配信する英語情報サイト「Tokyo	 

Girls'	 Update(※2)」を運営する株式会社オールブルーの協力を得て、『CHEERZ』参加ア

イドルがライブ披露出来る場も用意いたします。	 

※海外フェスに出演するアイドルは『CHEERZ』内の企画で決定する予定です。	 

	 

	 『CHEERZ』は2月に多言語化対応を開始し、次のステップとして、海外のアイドルファン

に日本のアイドルのパフォーマンスを直接見てもらえる場の提供を実現いたします。イベ

ント期間中の『CHEERZ』出展ブースでは、現地の来場者や地元メディアに対し、アプリの

紹介や日本のアイドルの認知拡大を行ってまいります。	 



	 

	 『CHEERZ』は今後も数々の企画を通して日本のポップカルチャーを国内外に広め、事業

拡大を図って参ります。	 

	 

	 

※1：Japan	 Fes.について	 

【Connect	 Japan	 2015】	 

http://www.japanexpothailand.com/	 （昨年サイト）	 

実施日：5月15日〜17日	 

開催国：タイ	 

CHEERZ参加アイドルのライブ枠は2枠で調整中。	 

	 

【Japan	 Expo】	 

http://nihongo.japan-expo.com	 （昨年サイト）	 

実施日：7月2日〜5日	 

開催国：フランス	 

CHEERZ参加アイドルのライブ枠は1組〜2組で調整中。	 

	 

【J-POP	 SUMMIT	 FESTIVAL	 2015】	 

http://www.j-pop.com/	 （昨年サイト）	 

実施日：8月8日〜9日	 

開催国：アメリカ	 

CHEERZ参加アイドルのライブ枠は2枠で調整中。	 

	 

	 

※2：「Tokyo	 Girls'	 Update」について	 

・サイト名：Tokyo	 Girls’Update	 

・概要	 	 	 	 ：世界に通用する日本のガールズポップカルチャーに関する最新情報を、	 

	 	 	 	 	 	 欧米やアジアのファンに向けて発信する英語情報サイト	 

・サイトデザイン	 	 	 



	 

・URL：http://tokyogirlsupdate.com/	 

・月間PV数：約146万ＰＶ/	 月	 

・ユニークユーザー数：約31万	 

・ユニークユーザーの国別シェア：	 	 

	 

・Facebookファンページ：https://www.facebook.com/TokyoGirlsUpdate	 

・Facebook	 ファンページのファン数：360万人以上	 

	 

	 

■『CHEERZ』アプリの機能詳細	 

1.対応OS：iOS版：iOS7.0以降、Android版：Android4.1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.ユーザーが出来る事：フィードに流れてくる写真を閲覧し、気に入った写真に「CHEER」	 

をする事。（「CHEER」回数はレベルに応じて設定されているが、	 

課金により「CHEER」可能回数を回復する事が可能。）	 

5.『CHEERZ』内ランキングには、「CHEER」獲得数上位100名まで表示。	 

6.『CHEERZ』に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。	 

	 

	 ・iOS版ダウンロードURL：https://itunes.apple.com/jp/app/id931749940	 

・Android版ダウンロードURL：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fogg.cheerz.app	 

	 

	 

■『CHEERZ』参加予定アイドル一覧（50 音順）※下線は 4 月 1 日から新規参加のアイドル	 

アイドルカレッジ	 /	 天川宇宙	 /	 Ange☆Reve	 /	 ウルトラガール	 /	 オレンジポート	 /	 カラ

ーポワント	 /	 神宿	 /	 CAMOUFLAGE	 /	 川越CLEAR'S	 /	 偶想Drop	 /	 	 KOBerrieS♪	 /	 小桃音ま

い	 /	 さんみゅ〜	 /	 じぇるの！	 /	 シブヤDOMINION	 /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	 /	 PIP	 (Platonics	 Idol	 Platform)	 /	 PiiiiiiiN	 /	 PPP!PiXiON	 /	 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	 /	 WHY@DOLL	 /	 ヤンチャン学園音楽部	 /	 横浜CLEAR'S	 /吉田凜音	 /	 



愛乙女★DOLL	 /	 La	 PomPon	 /リナチックステイト	 /	 流星群少女	 /	 Luce	 Twinkle	 Wink☆	 ・・・

今後も続々追加予定!	 

	 

	 

■株式会社オールブルー概要	 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの連結子会社	 

代表者：代表取締役ＣＥＯ	 助野太祐	 	 

本社所在地：東京都港区赤坂五丁目３番１号	 

設立：2013 年 4 月 18 日	 	 

資本金：2 億 3,860 万円	 

事業内容：日本ガールズポップカルチャーの英語ニュースメディア「TokyoGirls’Update」

の運営、および来訪ユーザーへの会員ビジネス展開。また、海外ファン向け事業で得られ

るデータ分析をもとに、日本企業の海外進出を加速化させる toB マーケティングサービス

を提供。	 

	 

	 

■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1-23-20	 松本ビル	 8F	 

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	 	 ※2014年11月末現在	 

U	 R	 L	 	 	 	 	 	 	 ：http://fogg.jp	 

お問い合わせ先：広報室	 石田	 TEL:03-6427-9893	 E-mai:ishida@fogg.jp	 

	 

	 

■会社概要	 

ユナイテッド株式会社	 	 

本店所在地：〒150-0002	 東京都渋谷区渋谷1-2-5	 アライブ美竹	 

設立日：1998年2月20日	 

代表者：代表取締役会長CEO	 早川	 与規	 （はやかわ	 とものり）	 	 

資本金：2,696百万円	 	 ※2014年3月末現在	 

U	 R	 L：http://united.jp	 

	 

	 

	 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞	 

ユナイテッド株式会社	 経営管理本部	 広報担当	 Email:	 press@united.jp	 


