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【2021 年 10 月 1 日（金）12 時 情報解禁】 

 
 

“壁を取り払え！君にしかなれない、キミがいる。メタバースへたどり着け” 

香港出身のミス iD2021 グランプリ「まほ」とファイナリスト「りんかサイ」が来日！ 

“国境や人種や性別を超越した世界へ” 

これまでにない自由で個性あふれるアイドルを一緒に目指そう！！ 

 

フォッグ株式会社(所在地：東京都渋谷区 代表：関根佑介)が運営するファンコミュニケーションサービス

「CHEERZ」がサポートする、講談社主催のオーディション「ミス iD2021」でグランプリを獲得した「まほ」

のアイドルグループオーティションの開催が決定いたしました。 

 

「壁を取り払え!君にしかなれない、キミがいる。メタバースへたどり着け」をコンセプトに、メタ(超越し

た)、ユニバース(世界)メタバースを目指す。最新技術の 3DVR や新しい創造価値 NFT を導入し、国境や人種、

性別をも超えたボーダーレスな、これまでにない個性溢れるアイドルグループを結成する。 

 

 

《メンバー》 

ミス iD2021 グランプリ 

まほ（香港） 

“「アイドル」の意味を教えてくれた、2021 年のヒロイン”と称された、講談社主催ミ

ス iD2021 グランプリ。香港出身。現地新聞の一面を飾ったり、現地日本メディア「喜

愛日本 Like Japan」で特集が組まれたりと一躍国の時の人に。C3AFA 2019 & 2021 

HONG KONG オフィシャルイメージガール。 

 

Twitter：https://twitter.com/odorimu_maho 

Instagram：https://www.instagram.com/odorimu_maho/ 

YouTube：https://youtu.be/qRBnFDxPIb8  

https://twitter.com/odorimu_maho
https://www.instagram.com/odorimu_maho/
https://youtu.be/qRBnFDxPIb8


 

《確定メンバー》 

ミス iD2021 ファイナリスト 

りんかサイ 

講談社主催ミス iD2021 ファイナリスト、ダンシングクイーン賞を受賞。香港出身。奇

跡の股下 100cm アイドル。「RedU ストリートダンスコンペティション 2019」優勝、

世界大会「World of Dance Hong Kong 2019」優勝メンバー。アイドルグループへの振

付提供の他、ダンスインストラクターとしても活躍。 

Twitter：https://twitter.com/odorimu_rinka 

Facebook：https://www.facebook.com/RINKABREADKO 

Instagram：https://www.instagram.com/rinkabreadko/ 

YouTube：https://www.youtube.com/Rinka%20Breadko 

 

 

《結成後のグループ活動について》 

オーディションで選ばれた 3 名は、まほ、りんかサイとアイドルグループを結成！ 

01.レコーディング・ダンスレッスンの後、2022 年 3 月某出版社大型イベントにてお披露目ライブを予定！ 

02.大手レコード会社より 2022 年メジャーデビュー！ 

03.地上波 TV アニメテーマソングの歌唱を担当！ 

04.コロナ明けには世界に幸せを届けに行くワールドツアーの実施や海外フェス出演を予定！ 

05.話題沸騰!NFT による支援プラットフォームの採用も決定！ 

※新型コロナ感染症拡大状況次第で、予定しているスケジュールがやむを得ず変更になる場合がございます。 

 

 

《応募方法》 

オーディションプラットフォーム Exam を活用 

配信プラットフォーム CHEERZ、ミクチャにて審査 

※ミクチャはダイレクトエントリー枠あり 

 

 

《応募資格》 

・年齢、性別、国籍不問、歌えなくても応募可(ダンサー、ラッパー、DJ、楽器奏者等) 

・外国人がエントリーする場合は、現在日本在住且つ在留許可証を所有する永住者または定住者で、就労の制

限を受けていない方に限る(在留許可証写しの提出案内メールを別途お送りしますので、ご確認ください) 

・現在特定の芸能事務所、レコード会社などと契約をしていない方 

・LIVE 配信アプリなどの配信媒体でのオーディションに参加できる方 

・遠方の方は合格後、速やかに上京/在住できる方 

・面接及び合宿日程、デビューライブに必ず参加できる方 

・未成年の方は保護者の同意を得てからご応募ください 

 

 

 

https://twitter.com/odorimu_rinka
https://www.facebook.com/RINKABREADKO
https://www.instagram.com/rinkabreadko/
https://www.youtube.com/Rinka%20Breadko


 

《審査員》 

総合プロデューサー 

Jessy 

大手芸能プロダクションでプロデューサーとして活躍。自身を中⼼としたダンスボー

カルグループオーディションでは、応募総数 3 千人を超えた。超⼗代 2019 出演。

globe マーク・パンサー⽒と⾳楽ユニット「ELECARGOT」を結成。現在作曲/編曲家、

ドラマー、キーボディスト、DJ として活動中。 

Twitter：https://twitter.com/jessys_jessy 

Instagram：https://www.instagram.com/jessys_jessy/ 

 

企画/制作プロデューサー 

たかせひろあき 

ゼロから芸能プロダクションを旗揚げ。所属グループを国民的アイドルまで育て、デ

ビューからわずか 2 年で日本武道館公演を完売するという大躍進を支えた立役者。

数々の著名アーティストのプロデュース、マネジメントを経て、本プロジェクトへ合

流。新たにこれまでにないアイドルグループを創り上げる。 

Instagram：https://www.instagram.com/takasehiroakii/ 

 

獨樂有限公司 CEO 

Edmond Lai（香港） 

香港を代表する芸能事務所「獨樂プロダクション」を経営。多数の日本式アイドルグ

ループを育成し、まほのミス iD2021 グランプリ受賞や TIF 出演等の実績を持つ。ライ

ブハウス「獨樂地盤」や日本式メイドカフェ「メイドプラネット」も運営する他、プ

ロモーターとして日本人の香港公演も手がける。 

Instagram：https://www.instagram.com/edmondlai/ 

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCDbohA_CKKUsYw_93yQxSZQ 

 

株式会社ポニーキャニオン 

A&R プロデューサー 淵上恵太 

レコード会社ポニーキャニオンの A&R プロデューサーとして活躍。これまでバンド、

シンガー、アイドル等、誰もが知るようなメジャーアーティストを担当し、売り出して

きた。ディレクターとしても長年数多くの企画を打ち出し、制作してきた実績を持つ。

さらに新人アーティストの発掘や育成も手がけ、日々新たな才能を探している。 

 

さらに審査員が追加されるかも！？ 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/jessys_jessy
https://www.instagram.com/jessys_jessy/
https://www.instagram.com/takasehiroakii/
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《ゲスト審査員（ミス iD 推薦枠）》 

講談社/ミス iD 実行委員長 

小林司 

講談社編集者/ミス iD 実行委員長。2012 年”新しい時代をサバイブする、多様な女の子

のロールモデルを発掘する”オーディション「ミス iD」を立ち上げ、初代・玉城ティナ

以降、戦慄かなの、ゆうこす等数々のタレントを輩出。”わたしの魔法は負けない”をキ

ャッチコピーに、今年で 10 周年の節目を迎える。 

Twitter：https://twitter.com/mosatsu_p 

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCIf2DUNUmidi3DDkLj4cAYA 

 

ミス iD2021/2022 選考委員 

赤澤える 

2021 年 7 月に LEBECCA boutique（レベッカブティック）ブランド総合ディレクター

としての活動に終止符を打つ。現在は、前述のディレクター時代の経験や、長らく抱

き続けているエシカルコンシューマリズムへの強い関⼼をもとに、商品プロデュース

やブランドディレクションを行う。 

Twitter：https://twitter.com/ERU_akazawa 

Instagram：https://www.instagram.com/l_jpn/ 

 

ミス iD2021/2022 選考委員 

戸田真琴 

2016 年から活動開始。セクシー女優業と並行してコラムやエッセイ執筆等の創作活動

も行う。ミス iD2018 受賞。2021 年 4 月より、少女写真家の飯田エリカと共に"グラビ

ア写真を再定義するプロジェクト"｢I’m a Lover, not a Fighter.｣を始動。 ディレクショ

ン・文章ライティング・衣装スタイリングを務める。 

Twitter：https://twitter.com/toda_makoto 

Instagram：https://www.instagram.com/toda_makoto/ 

 

《オーディション詳細》 

タイトル：World AiDOL Project 

キャッチコピー：壁を取り払え！君にしかなれない、キミがいる。メタバースへたどり着け 

エントリー期間：2021 年 10 月 1 日（金）12:00〜2021 年 12 月 8 日（水） 

プラットフォーム：CHEERZ（https://cheerz.cz/）/ ミクチャ（https://mixch.tv/） 

審査員：Jessy、たかせひろあき、Edmond Lai（獨樂有限公司）、淵上恵太（株式会社ポニーキャニオン）、and 

more! 

ゲスト審査員（ミス iD 推薦枠）：小林司（講談社/ミス iD 実行委員長）、赤澤える（ミス iD2021/2022 選考委

員）、戸田真琴（ミス iD2021/2022 選考委員） 

公式 LP（10/1 12:00 公開予定）：https://lp.cheerz.cz/cheer/wap.html 
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《Jessy&Co.団体概要》 

総合プロデューサーJessy を中⼼に「World AiDOL Project」をコンセプトに掲げ、〔メタ（超越した）、ユニバー

ス（世界）＝メタバース〕を目指す、これまでにない芸能プロダクションとして設立。年齢、性別、国籍、歌

えるか歌えないかをも問わない、ボーダーレスで垣根のないオーディションを開催。最新技術や新しい価値観

を取り入れ、現実を超越した世界へチャレンジする。（http://www.officewap.com/） 

 

総合プロデューサー 

Jessy 

大手芸能プロダクションでプロデューサーとして活躍。自身を中⼼としたダンスボー

カルグループオーディションでは、応募総数 3 千人を超えた。超⼗代 2019 出演。

globe マーク・パンサー⽒と⾳楽ユニット「ELECARGOT」を結成。現在作曲/編曲家、

ドラマー、キーボディスト、DJ として活動中。 

Twitter：https://twitter.com/jessys_jessy 

Instagram：https://www.instagram.com/jessys_jessy/ 

 

企画/制作プロデューサー 

たかせひろあき 

ゼロから芸能プロダクションを旗揚げ。所属グループを国民的アイドルまで育て、デ

ビューからわずか 2 年で日本武道館公演を完売するという大躍進を支えた立役者。

数々の著名アーティストのプロデュース、マネジメントを経て、本プロジェクトへ合

流。新たにこれまでにないアイドルグループを創り上げる。 

Instagram：https://www.instagram.com/takasehiroakii/ 

 

チーフマネージャー 

矢口優太 

本プロジェクト発起人。アジアを中⼼に、海外公演専門のツアーマネージャーとして

活躍。香港アイドルのプロデュースを手がけ、まほを講談社主催ミス iD2021 グランプ

リへ導く。国内外の大型公演やフェスのライブ制作、アーティストマネジメント、

A&R、学校講師等をこなすマルチプレーヤー。 

Twitter：https://twitter.com/yuta69nroll 

Instagram：https://www.instagram.com/yuta69nroll/ 

 

 

◆本プレスリリースに関するお問い合わせ◆ 

Jessy&Co. 

WAP 事務局 

https://www.officewap.com/ 

info@officewap.com 

 

企画・制作 担当者：高瀬裕章 / TEL：090-1205-1476 / MAIL：hiroaki.takase@officewap.com 

事務局 担当者：矢口優太 / TEL：090-7799-7360 / MAIL：yuta.yaguchi@officewap.com 
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https://twitter.com/jessys_jessy
https://www.instagram.com/jessys_jessy/
https://www.instagram.com/takasehiroakii/
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