
  

 

- 1 - 

 

平成 30年７月 3日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 エ ム ア ッ プ 

（コード番号：3661 東証第一部） 

 

 

欅坂 46 公式アプリ『欅坂 46～beside you〜』と、 

欅坂 46 公式ゲームアプリ『欅のキセキ』のコラボキャンペーン開催のお知らせ 

 

 

株式会社エムアップ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）の連結子会社である株式会社

WEARE（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小田恒壽）が提供する、欅坂 46 公式アプリ『欅坂 46～

beside you〜』は、株式会社 enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平）が提供する欅坂

46 公式ゲームアプリ『欅のキセキ』とのコラボレーションキャンペーンを 2018 年 7 月 3 日から 7 月 17 日

まで期間限定で開始いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

本作は、欅坂 46 公式のアラームアプリというだけでなく、ファン活動を支援する公式アプリとして、フ

ァン活動に寄り添ったイベントを随時開催しております。今後もより多くの皆さまに継続して楽しんでい

ただけるよう、精力的に各種施策を行ってまいります。 

 

当社及び株式会社 WEARE は、今後も iOS、Android をはじめとするスマートフォン、タブレット向けのア

プリ開発に積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

 

 

▼ケヤキセ×欅坂 46bsd コラボキャンペーン（以下、本キャンペーン）概要 

 

 
 

 

本キャンペーンは、期間中に『欅のキセキ』・『欅坂 46〜beside you〜』両アプリのダウンロード合計数が

目標値に達成すると豪華報酬を獲得できるコラボキャンペーンとなります。 

達成数に応じて、『欅のキセキ』はダイヤを、『欅坂 46〜beside you〜』は KPをプレゼントいたします。 

詳細はコラボキャンペーンサイトをご覧ください。 

 

URL: https://cpn.keyakizaka46-bsd.com/web/keyakise 
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・報酬一覧 

 

 欅のキセキ 欅坂 46～beside you〜 

1万人突破 20 ダイヤ 200KP 

2万人突破 30 ダイヤ 400KP 

3万人突破 40 ダイヤ 600KP 

4万人突破 50 ダイヤ 800KP 

5万人突破 60 ダイヤ 1000KP 

 

 

【開催期間】 

2018年 7月 3日（火）11:00〜7月 17日（火）10:59まで 

 

▼欅のキセキ×欅坂 46〜beside you〜コラボキャンペーン開催を記念して相互ガチャ実施！ 

 

・欅坂 46〜beside you〜『ケヤキセショートボイスコラボガチャ』 

 

 
 

欅のキセキで使用されているメンバーボイスが欅坂 46〜beside you〜で手に入ります。ケヤキセボイスを

アラームに設定して使用することが可能となります。販売価格は 50KPとなります。 

 

・欅のキセキ『コラボホーム写真ガチャ』 

 

 
 

 

『欅坂 46～beside you〜』で使用されている欅坂 46 メンバー写真が、『欅のキセキ』内のホーム写真とし

て使用できるガチャが期間限定で登場します。 

 

・両ガチャ開催期間 

2018年 7月 3日（火）11:00〜7月 17日（火）10:59まで 
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▼『欅共和国 2018』のチケットが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも同時開催いたします。 

 

 
 

『欅のキセキ』とのコラボレーションキャンペーンと同時に、『欅共和国 2018』のチケットが抽選で当た

るプレゼントキャンペーンも開催しております。 

ご応募いただいた方の中から抽選で、7 月 20 日〜7 月 22 日の各日 5 名様、計 15 名様を『欅共和国 2018』

にご招待いたします。 

 

【キャンペーン名】 

欅共和国チケットプレゼントキャンペーン 

 

【欅共和国 2018について】 

公演日時：2018年 7月 20日（金）開場 15:30／開演 17:00 

     2018年 7月 21日（土）開場 15:30／開演 17:00 

     2018年 7月 22日（日）開場 15:30／開演 17:00 

 

会場：富士急ハイランドニコファーフォレスト 

 

【キャンペーン応募要項】 

 

・応募方法 

本アプリ内でメダルを集め、メダル交換所にて応募が可能となります。 

 

・必要応募メダル数 

3枚 ※応募総数に制限はございません。 

 

・応募期間 

2018年 7月 1日 15:00〜7月 8日 23:59まで 

 

・当選発表 

 厳正な抽選の上、当選メールの送付をもって、発表にかえさせていただきます。 

当選メール送付予定日：2018年 7月 11日 
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◆欅坂 46とは 

 

秋元康 総合プロデュース、乃木坂 46 に続く「坂道シリーズ」第 2 弾として、2015 年 8 月 21 日、乃木坂

46 結成から 4 年後の同じ日・同じ場所で結成されました。応募総数 22,509 名の中から選ばれたメンバー

で、2016 年 4 月 6 日「サイレントマジョリティー」でデビュー。2016 年末には「第 67 回 NHK 紅白歌合戦」

への出場を果たしております。 

 

 

◆『欅のキセキ』とは 

 

欅坂 46、初の公式ゲームアプリ『欅のキセキ』は、グループが歩んだ成長の軌跡と、メンバーが努力し続

けることで起こした奇跡をたどるドキュメンタリーライブパズルゲームです。運命のオーディションから

物語はスタート。プレイヤーは新米マネージャーとしてメンバーを支え、彼女たちとともに成長していき

ます。メインとなるパズルには、スワイプとコンボを掛け合わせた新しいスタイル＆ルールを採用。爽快

なプレイ感と多彩な遊びを提供します。パズルのプレイ中にはメンバーのちびキャラが登場し、本作だけ

のために収録したオリジナルボイスがさらにゲームを盛り上げます。もちろん、ゲーム内で登場するカー

ドのほとんどはアプリ専用撮り下ろし写真を使用。これらはプレイヤーの選択によって多彩に変化してい

きます。さらに特定のカードを成長させることで、アプリ限定のオリジナルムービーを見ることができ、

そこにはメンバーの新たな魅力がぎっしりと詰め込まれています。 

 

 

◆『欅坂 46 ～beside you～』とは 

 

朝の『おはよう』から夜の『おやすみ』まで、欅坂 46 のメンバーが全力でサポート。 

アラーム機能やイベント通知機能など、欅坂 46ファンのファン活動を応援する公式アプリになります。 

現在活動中のメンバーが総出演しており、毎月配信予定の豪華限定コンテンツ、ボイスに加え、欅坂 46

メンバーのオリジナルフォトも満載となっております。 

ボイスだけでなくフォトの組み合わせもカスタマイズすることで、あなただけのボイス付きオリジナルフ

ォトアルバムとしてもお楽しみいただける、単なるアプリを超えた全く新しいジャンルのファン向けアプ

リとなっております。 

月額登録者は、欅坂 46 のライブチケットやアプリ限定グッズに応募できるなどの豪華特典をご用意する

予定となっております。 

アプリでもリアルでも、あなたの推しメンと、特別な時間をお過ごしください！ 



  

 

- 5 - 

     

      
 

 

  



  

 

- 6 - 

アプリ概要 

 

 
・アプリケーション名：「欅坂 46 ～beside you～」 

・公開：公式 HP https://keyakizaka46-bsd.com/ 

・配信：iOS「App Store」：https://itunes.apple.com/app/id1314817727?mt=8 

 Android「Google Play」：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weare.alarm.keyaki 

・利用料：基本無料（月額課金、従量課金あり） 

・ライセンシー：©Seed&Flower LLC / Y&N Brothers Inc. / WEARE Inc. 

 

※参考情報 

 

・株式会社エムアップ 代表取締役 美藤宏一郎 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18号 渋谷南東急ビル 10 階  

事業内容 携帯コンテンツ配信事業、PC コンテンツ配信事業、eコマース事業 

URL  http://www.m-up.com/ 

 

・株式会社 WEARE 代表取締役 小田恒壽 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18号 渋谷南東急ビル 10 階  

事業内容 2D イラスト制作、UI/UX 制作、ネイティブ・WEBゲーム開発・運営 

URL  https://www.we-are.net/ 

 

・株式会社 enish    代表取締役社長 安徳 孝平 

     本社     東京都港区六本木 6-10-1六本木ヒルズ森タワー39F 

      事業内容   ゲームアプリの企画・開発・運営 ファッションレンタルサービス等 

      URL  http://www.enish.jp/ 

 

・iPhone、iPad、iOSは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、

アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store は、Apple Inc.のサービスマ

ークです。 

・Android および、Google Play は Google Inc.の商標または登録商標です。 

・その他、本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

・アプリの利用に際しては、別途パケット通信料が必要となります。 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社エムアップ  

ＩＲ担当 E-Mail  ：ir-support@m-up.com 

 

 


