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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。	 

	 

	 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	 祐介）が 12 月 3 日（水）よ

り提供を開始したユーザー参加型アイドル応援アプリ「CHEERZ（チアーズ）」。同アプリ内での「CHEER

（応援）」獲得数に応じたマンスリーランキングにて上位に入ったアイドル達の撮りおろし写真な

どが載ったビジュアルブック「月刊 CHEERZ」が全国書店、コンビニエンスストア、Amazon 等にて

発刊される事が決定となりました。	 

	 

	 アイドル応援アプリ「CHEERZ」は、アイドル本人の投稿した写真がリアルタイムに流れてくる写

真サービスです。	 

	 ユーザーは「可愛い！」「かっこいい！」「面白い！」と思った写真に対し、「CHEER」というボタ

ンを押して応援する事が出来ます。	 

	 アイドルはユーザーからの「CHEER」を多く集める事によりアプリ内のランキングが上がり、自

分の存在をアピールする事が可能となっております。	 

	 そして、この度、「CHEERZ」から国民的アイドルを生むべく、マンスリーランキング上位アイド

ル達の撮りおろし写真を中心に、多く「CHEER」を集めた投稿、面白投稿などをピックアップし紹

介する企画等、「CHEERZ」に参加しているアイドル達をより多くの人に知ってもらう為、「月刊

CHEERZ」が発刊される事となりました。（※1）	 

	 

	 第１号の発売は 2 月末〜3 月頃を予定しており、登場アイドルは 12 月度のマンスリーランキン

グ上位複数名や「CHEERZ」を盛り上げてくれたアイドルが対象で、第 1号から 3ヶ月連続の発刊を

予定しております。	 

	 

	 

ユーザー参加型アイドル応援アプリ「CHEERZ」  

マンスリーランキング上位アイドル達のビジュアルブック  

「月刊 CHEERZ」を 3 ヶ月連続発売決定  

〜全国コンビニ、書店、Amazon 等で購入可能〜  



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（※1	 月刊 CHEERZ 展開の流れ）	 

	 

	 12 月 3 日（水）にリリースされたアイドル応援アプリ「CHEERZ」はリリースからわずか 3 日で

ユーザーがアイドルに「CHEER」をした回数が 100 万回を突破。その後も勢い衰える事無く累計

「CHEER」数は伸び続け、12 月 15 日（月）には 500 万回を突破いたしました。（※2	 「CHEER 数の

推移グラフ」）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

（※2「CHEER 数の推移グラフ」）	 

	 

	 	 

	 「月刊 CHEERZ」の発売決定や、500 万 CHEER 突破など、益々注目度を増すアイドル応援アプリ

「CHEERZ」にご注目ください。	 

	 	 

	 	 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。（※3）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

応援することができます。このアプリでは、こ

れを「CHEER」と呼びます。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、それまでに「CHEER」を

した数によってレベルがあがることで徐々に	 

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	 	 

将来的には全世界でアプリのダウンロードを可能にしようと思っております。	 

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	 2014 年 11 月末日現在。今後参加予定で発表前のアイドルも含みます。	 

※	 2	 さんみゅ〜・KOBrrieS♪・川越 CLEAR’S・名古屋 CLEAR’S に関しては対象外になります。	 

※	 3	 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	 /	 Ange☆Reve	 /	 CAMOUFLAGE	 /	 CLEAR'S	 /	 KOBerrieS♪	 /	 小桃音まい	 /	 さん

みゅ～	 /	 じゅじゅ	 /	 Stella☆Beats	 /	 せのしすたぁ	 /	 TAKENOKO	 /	 DIANNA☆SWEET	 /	 とちおと

め 25	 /	 drop	 /	 Party	 Rockets	 /	 hanarichu	 /	 PIP（Platonics	 Idol	 Platform）	 /	 PiiiiiiiN	 /	 

PPP!PiXiON	 /	 フラップガールズスクール	 /	 プラニメ	 /	 Predianna	 /	 propetite	 /	 WHY@DOLL	 /	 吉

田凜音	 /	 愛乙女★DOLL	 /	 リナチックステイト	 /	 Luce	 Twinkle	 Wink☆	 	 	 ・・・今後も続々

追加予定！	 

	 	 

■「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	 

6.リリース記念プレゼントキャンペーン概要	 

【キャンペーン期間】	 

2014年12月21日(日)24:00まで	 

	 

【プレゼント内容】	 

マンスリーアーティストランキングの上位50人に入った企画参加アイドルの撮影した画像に、アイ

ドル自身がアプリであなたのお名前を手書きし、チェキに印刷したオリジナル写真。	 

	 

【参加方法】	 

無料スマートフォンアプリ『CHEERZ』をダウンロードして、アプリ内にアイドルが投稿した画像に

CHEER（応援）することで参加。	 

	 

【企画参加アイドル】	 

アイドルカレッジ／Ange☆Reve／CAMOUFLAGE／小桃音まい／じゅじゅ／Stella☆Beats／せのしす

たぁ／TAKENOKO／DIANNA☆SWEET／東京CLEAR'S／とちおとめ２５／drop／Party	 Rockets／

hanarichu／PIP（Platonics	 Idol	 Platform）／PiiiiiiiN／PPP!PiXiON／フラップガールズスクー

ル／プラニメ／Predianna／propetite／WHY@DOLL／吉田凜音／愛乙女★DOLL／リナチックステイ

ト／Luce	 Twinkle	 Wink☆	 

	 

【プレゼント獲得条件について】	 



12月21日(日)24:00更新のCHEERZ内のマンスリーアーティストランキングにおいて、あなたがCHEER

した画像を投稿した企画参加アイドルが50位以内に入っていること。かつ、あなたがそのアイドル

の12月21日(日)24:00更新のファンランキングにおいて、3位以内に入っていること。	 

※上記参加アイドルに名前がないアイドルは、CHEERZに参加していても企画の対象外となります。	 

※マンスリーアーティストランキングには企画に参加していないアイドルも含まれます。	 

※企画参加アイドルのランキングではなく、月間アーティストランキングのTOP50が対象となります。	 

※複数のアイドルのファンランキングに入られた場合もプレゼントの権利は有効です。	 

	 

■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	 

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/	 

• アイドル専門写真アプリ「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	 

	 

以上	 

	 


