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媒体関係者 各位 
 
平素、大変お世話になっております。 
フォッグ株式会社 広報担当の石田です。 
 
 ユーザー参加型アイドル応援アプリ「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社(所在地:東京都
渋谷区 代表取締役社長:関根 佑介)と、屈指の人気を誇るYouTuber「マックスむらい」を擁する
「スタジオむらい株式会社」（所在地: 東京都新宿区 代表取締役:古見 幸生）が協業契約を締結
いたしました。 
  
 今回の協業は、アイドルの魅力を、動画を通して様々な人々に伝えたいという想いを持つフォッ
グ株式会社と、新たなYouTube コンテンツを求めており、ファンの熱量が高く、今後世界に対し
ても打ち出していける可能性のある“アイドル”に注目した「スタジオむらい株式会社」が協力して
番組制作を行う事を目的としております。 
 
 8 月３日（月）から YouTube 上に開設される「CHEERZ チャンネル」では、アイドルから投
稿された多数のプライベート動画からマックスむらい氏が独自の視点で選出します。 
 選出された動画は、「CHEERZチャンネル」にアップされ、その中から毎週数本をピックアップ
し、マックスむらい氏のオリジナルYouTube 番組においても紹介していく予定です。 
  
 さらに、特別コンテンツとしては料理芸人「クック井上。」氏をメーンMCに迎え、毎週週替わ
りでアイドルを 1 名ゲストに招待し、当日まで本人には明かされていない料理を勘のみで作る、
という料理番組コンテンツも配信。第 1回目のゲストには「小桃音まい」さんをお迎えしました。 
 
 動画という切り口で今まで以上にアイドルの市場拡大を目指すことを目的とした、新たな取り組
みにぜひご注目ください。 

アイドル応援アプリ「CHEERZ」  

人気 YouTuber「マックスむらい」を擁する  

「スタジオむらい株式会社」と協業を発表  

〜CHEERZ 参加アイドルの動画が集まる YouTube チャンネルを開設〜  



 
＜CHEERZチャンネル配信コンテンツ詳細＞ 
 
①	 アイドル自身によって送られてきたプライベート動画からマックスむらい氏が選出した動画を

「スタジオむらい株式会社」が編集し、CHEERZの YouTube チャンネルに続々とアップして
いきます。さらに、マックスむらい氏が週１回、その週にCHEERZの YouTube チャンネルに
アップされた動画をいくつかピックアップし、140万人以上の登録者を抱える自身のYouTube
チャンネルにて紹介していきます。 
 

②	 料理芸人「クック井上。」氏をメーン MC に迎え、アイドルが様々な手料理に挑戦する番組を
配信。普段中々見ることの出来ない、アイドルが調理する姿を配信しつつ、調理の合間には「ク
ック井上。」氏がアイドルの自然な姿を巧みなトークで引き出していく、アイドルの新たな魅力
に気付いてもらう事を目的とした料理番組。アイドルは週替わりで登場し、毎週月曜日～日曜
日毎日動画がアップされていく予定です。初回配信は 7 月 6 日（月）、ゲストには小桃音まい
さんをお迎えしております。 
 

  
 YouTube 動画作成のプロフェッショナル集団「スタジオむらい株式会社」との協業によって、
アイドルの魅力を更に幅広い方々に伝えるべく動きだす「CHEERZ」の今後にもご注目ください。 
 
CHEERZ チャンネル： 
マックスむらいチャンネル： https://www.youtube.com/user/TheMaxMurai 
 
クック井上。 プロフィール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMA（ソニー・ミュージックアーティスツ）所属のお笑いコンビ“ツインクル”のツッコミ担当。 
ネタ番組出演・お笑いライブ等の芸人活動の傍ら、食と料理を愛するあまり、フードコーディネー
ター、食育インストラクター､ジュニア野菜ソムリエ､BBQインストラクター等、食の資格を取得。 
単に“料理が好き・料理が上手い芸人”に留まらない、“喋れて・作れて・楽しく教えられる料理芸人” 
としての道を歩み出すや否や、味・腕・工夫・アイデア・知識の噂が広まり、料理関係の仕事の依



頼が殺到。 
業界内でもその活動が話題になり、TBS【はなまるマーケット】の料理コーナーや、週刊誌【週刊
女性】では、“最強料理芸人”と命名され、その後他の TV番組や雑誌でも同様の異名で紹介される。 
テレビ朝日【｢ぷっ｣すま】の第 2回芸能界お抱えシェフ-1GPで『大根のフルコース』で優勝。 
TBS【爆問パニックフェイス！】の凄腕料理芸人チャーハン対決で『香り豊かなアナゴのチャーハ
ン』で優勝。 
現在、料理教室講師・食のイベントMC・企業のレシピ開発・食品プロデュースなど幅広く活動中。 
また食のコラムは度々『Yahoo!ニュース』にもなる等、本気の料理“研究”芸人として幅広く活躍
中。 
「日本カレー大学」の“ご当地カレー学科”の教授も務めている。 
 
 
小桃音まい プロフィール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 年、アイドルが大好きな 18 歳の少女は、神戸から単身上京しライブ活動を開始。民族大
移動系と呼ばれるユニークな動きがあるライブは、年間 300 本という数に達し、“まいにゃ” の愛
称で瞬く間にライブ界隈で有名になる。同年 9 月にリリースした 1st シングルは 5日で 1000枚
を完売させ、その後のリリース作品も完売続出。インディ・レーベルからの発売ながらオリコン・
チャートにもランクインするようになる。 
 
音楽方面以外でも、2011 年にはテレビ朝日日曜ドラマ「俺の空 刑事編」、映画「地球防衛ガー
ルズ P9」（河崎実監督） への出演の他、「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露するなどそ
の活動は留まるところを知らない。2013 年 5 月 10 日、彼女が以前から勝手に制定していた「5 
月 10 日はコトネの日」がなんと日本記念日協会によって正式に認定。さらに同日行われたイベン
トでビクターVERSIONMUSIC よりメジャーデビューすることを発表。同年 8 月 14 日「BANG 
BANG 鼓笛サンバ」でメジャーデビュー。グループアイドル全盛の中、オリコンデイリーチャー
ト最高位 8 位、ウイークリーチャート最高位 20位を記録。 
 
現在も一部ライヴアイドル仲間からは「地下の星」、そのアイドルらしいプロフェッショナルな言
動と行動から「小桃音プロ」と称されるなど、シーンのトップに君臨し続ける。 



マックスむらい プロフィール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AppBank(株) 取締役 本名：村井智建(むらいともたけ) 
1981 年 12月 11日、石川県生まれ。2008年、同級生だった宮下泰明（現AppBank 株式会社 代
表取締役）とアプリ情報メディア「AppBank」を立ち上げ、AppBank 株式会社の初代代表取締
役に就任。2013 年より「マックスむらい」として活動を開始。『パズル＆ドラゴンズ』等のゲー
ム攻略動画における第一人者として、YouTube やニコニコ生放送などを通じて数多くのゲームフ
ァンから絶対的支持を得る。2014 年、『YouTube Rewind2014』に選出。その年の YouTube
のテレビ CM にも抜擢され、お茶の間からの注目を集める。さらに自伝本『マックスむらい、村
井智建を語る。』を発売し、石井竜也氏プロデュースによる CD『限界突破』で歌手デビューも果
たす。日々、動画視聴者に喜びと感動を提供するためにひたむきに活動している。2015年 3月に
は代表取締役を退任し、もっとAppBank を盛り上げたい！という一心で「マックスむらい」に専
念することを決意。 
 
 
■「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 
 
【CHEERZ BOOK vol.3 発売情報】 
発売日：5月 30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/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 5 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


