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	 	 ユナイテッド株式会社	 

（コード番号：2497	 東証マザーズ）	 

	 

子会社フォッグ提供のアイドル応援アプリ『CHEERZ(チアーズ)』、

日本のポップカルチャーの祭典「＠JAM(アットジャム)」との  

包括的業務提携を締結  
  

	 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：関根佑介）が提供するユーザー参加型のアイドル応援アプリ『CHEERZ』と、株

式会社Zeppライブ（本社：東京都港区、代表取締役：杉本圭司、以下Zeppライブ）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」と、

アイドル市場拡大を目的とした包括的業務提携を締結致しましたのでお知らせ致します。	 

	 

	 取り組みの第1弾として、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」にて、相互のコンテンツ提供と共同プロモーションを

実施致します。	 

	 

	 『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”アイドル応援アプ

リです。	 

	 

	 「@JAM	 EXPO	 2015」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテイン

メントのグループ会社である、Zeppライブが主催する日本最大級のアイ

ドルイベントです。昨年開催されたEXPOでは、横浜アリーナに総勢100

組のアイドルが集結。その他、@JAMブランドで様々な日本のポップカル

チャーイベント等を開催しており、香港、台湾でも「KAWAII	 POP	 FES」

の名でアイドルイベントを開催するなど、海外展開にも注力しています。	 

	 

	 

■WEB/スマホ領域での相互コンテンツ提供	 

	 WEB 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/）を開設し、スマホデバイスに最適化された形にてイベント

最新情報を掲載いたします。「@JAM	 EXPO」当日は、『CHEERZ』を活用したコンテンツやリア



ルタイム速報などを実施いたします。	 

	 

■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

提供を始め、出展が決定している、タイ「Connect	 Japan」、フランス「JAPAN	 EXPO」、アメ

リカ「J-POP	 SUMMIT」などのイベントにおいて、日本のアイドルの見本市として「@JAM	 EXPO」

の海外宣伝を実施いたします。	 

	 

	 

	 『CHEERZ』は、「@JAM」との包括的業務提携により、お互いの得意分野を最大限活かす形

で、両サービスの認知拡大とサービス内容の充実を行い、サービスの成長とアイドル市場

の発展・拡大を目指して参ります。	 

 
 
■「@JAM」概要	 

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。	 

 
	 

■『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!	 

	 

	 

■『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	 

	 

	 

	 



■株式会社Zeppライブ概要	 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのグループ会社	 

代表者：代表取締役	 杉本圭司	 	 

本社所在地：東京都港区六本木 3 丁目 16 番 33 号	 

設立：2014 年 6 月 2 日	 	 

資本金：9,800 万円	 

URL：http://www.zepp.co.jp	 

	 

	 

■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	 	 ※2014年11月末現在	 

U	 R	 L	 	 	 	 	 	 	 ：http://fogg.jp	 

お問い合わせ先：事業戦略室	 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	 


