
 

2020年 10月１日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス  

（コード番号：3661 東証第一部） 

 

 

音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」 

オフィシャルファンクラブ「HYPSTER」本格オープンのお知らせ 

 

株式会社エムアップホールディングス（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 Fanplus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、キングレコード EVIL 

LINE RECORDS が手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク-Division Rap 

Battle-」の OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER（ヒップスター）”（以下、本サイト）を 2020年 10月１日

（木）にオープンいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

 
 

本サイトは、８月１日（土）にプレ・オープンし、早期登録会員を募集しておりましたが、この度、10

月１日（木）より、各種のコンテンツやサービスなどを本格的にスタートいたします。 

公式番組の HYPSTER 会員限定パートをご覧いただけるほか、誕生日にお気に入りのキャラクターから

「Birthday Rap」が届くなど、ここでしか楽しめないコンテンツをたくさんご用意いたしました。 

 

また、スマートフォン向け FC 公式アプリも配信をスタートしました。 

ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB “HYPSTER”の最新の活動情報をキャッチできるほか、STAFF 

REPORT、MOVIE, GALLERY などの会員限定コンテンツが閲覧いただけます。 

さらに、電子チケット機能も搭載し、ファンクラブ先行で購入したチケットをアプリ内で表示できるな

ど、ヒプノシスマイクをより身近に感じられるアプリとなっております。ぜひ、この機会にダウンロー

ドください。 

 

さらに、HYPSTER 会員限定でヒプノシスマイクのオリジナルグッズが購入できる「HYPSTER Limited 

Store」が 10月１日（木）よりオープンいたしました。ここでしか手に入らない限定・受注生産のグッ

ズや、先駆けて手に入れることができる、先行販売のグッズなどもございます。グッズの販売は 10 月３

日（土）を予定しておりますので、チェックしてみてください。 

 

そして、本格オープンと同時に、海外在住者の受付もスタート。 

サイトは英語/中国語（繁体字）/韓国語の 3 言語へ切り替えができるようになります。特典の違う二つ

のコースが用意されているので、特典ラインナップをチェックしてみてください。 

また、海外在住者も 11月 30 日（月）中までの入会で、特典 CD「HYPSTER’S LIMITED」が手に入るの

で、この機会に是非ご入会ください。 

 



▼ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER（ヒップスター）” 

URL： https://hypster-fc.com/ 

（PC・スマートフォン対応） 

 

▼会費 

【日本国内在住者】 

初年度年会費 

入会金 1,000円＋税、年会費 5,000 円＋税 

 

継続年会費 

年会費 5,000円＋税 

 

※クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払いに対応 

 

【海外在住者】 

[特典発送あり] 

初年度年会費 

入会金 1,000円＋税、年会費 6,500 円＋税 

 

継続年会費 

年会費 6,500円＋税 

 

[特典発送なし] 

初年度年会費 

入会金 1,000円＋税、年会費 5,000 円＋税 

 

継続年会費 

年会費 5,000円＋税 

 

※クレジットカード支払い、銀聯支払い、Pay-pal支払いに対応 

 

▼対応 OS・ブラウザ 

iOS：iOS10.0 以上、Safari の最新版 

Android：5.0以上、Android ブラウザまたは Google Chrome の最新版 

※タブレット端末、ガラホ（テンキーの付いたスマートフォン）、らくらくスマートフォンは非対応 

 

▼主なコンテンツ 

会員限定のグッズ販売や、動画＆音声コンテンツ、会報誌など会員特典も盛りだくさんでご提供いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hypster-fc.com/


【会員特典】 

① 会員証カード発行（入会時のみ）※１ 

② デジタル会員証発行 ※２ 

③ 会報誌発行（年２回）※３ 

④ 会員限定 Birthday Rap ※４ 

⑤ 「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- HPNM Hangout！」HYPSTER 限定 Ver.配信 

⑥ ヒプノシスマイク公式ライブイベント チケット先行予約 ※５,６ 

⑦ HYPSTER 限定グッズ 購入権 ※７ 

⑧ ヒプノシスマイク公式グッズ 先行購入権 ※７ 

⑨ 会員限定コンテンツ 閲覧（内容未定・不定期） 

 

※１ 会員証カードは入会月の翌月以降に順次発送いたします。絵柄は１種になります。 

※２ デジタル会員証のデザインは、お気に入り設定をしたキャラクターのものになります（全 18 種よ

り１種）。 

※３ 会報は各号、指定の期限（発送の前々月末目途）までにご入会いただいた方にお届けします。１月

と７月に発送予定です。 

※４ お気に入り設定をしたキャラクターからご自身の誕生日に Birthday Rap が贈られます。キャラク

ター変更を事前に希望される場合、ご自身の誕生日前日の 23:59 までにマイページにてお済ませくださ

い。また、その後は Birthday Rap が届くまで変更しないようにご注意ください。 

※５ 2020年３月中止のヒプノシスマイク-Division Rap Battle- ５th LIVE＠サイタマ《SIX SHOTS TO 

THE DOME》の優先抽選については、HYPSTER 会員限定先行販売とは別途ご案内する予定です。 

※６ 会員限定先行販売は公演により実施しない場合もございます。抽選制となりますので、当選を確約

するものではございません。一般販売分より観覧しやすいお座席ではない可能性もございますのでご注

意ください。 

※７ ご購入には抽選や数量制限を設ける場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

▼HYPSTER 公式アプリ概要 

 

名  称： HYPSTER 公式アプリ 

配信方法： App Store、Google Play より配信 

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： © King Record Co., Ltd. All rights reserved 

情 報 料： ダウンロード・オフィシャル情報利用無料／一部有料コンテンツ 

 

ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER（ヒップスター）” 

URL： https://hypster-fc.com/ 

 

【iOS 版】 

App Store 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1527402902 

 

【Android 版】 

Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hypster_fc 

 

「HYPSTER 公式アプリ」はスマートフォン専用となります。 

推奨環境：iOS 10.0 以降/Android 5.0 以降 

※一部非対応のスマホ機種もございます。 

 

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

※iPhone、iTunes および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

https://hypster-fc.com/
https://itunes.apple.com/jp/app/id1527402902
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hypster_fc


▼ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB ”HYPSTER”会員限定の通信販売サイト 

【HYPSTER Limited Store】概要 

URL：https://store.plusmember.jp/hypster/ 

オープン日：2020年 10月１日（木）12:00～ 

販売開始日時：2020年 10月３日（土）12:00～ 

 

 
 

▼販売商品ラインナップ 

●HYPSTER ピンバッジ 各 600円（税込） 

●HYPSTER ハンドタオル 各 900円（税込） 

●HYPSTER ステッカー 各 300円（税込） 

●HYPSTER クリアファイルセット 各 1,200 円（税込） 

●アクリルアートプレート 各 5,500 円（税込） 

●ポップソケッツ 各 2,000 円（税込） 

●HPMI DRINK（ヒプマイドリンク）１パック（６本入り） 各 2,074 円（税込） 

 

お届け予定日：ご注文後、順次発送となります。 

 

＜受注生産アイテム＞ 

●晴雨兼用折りたたみ傘 各 5,500 円（税込） 

予約受注期間:10月３日（土）12:00～10月 18日（日）23:59 

お届け予定日:2021 年６月予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://store.plusmember.jp/hypster/


【ヒプノシスマイクとは】 

 
 

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」は、キングレコード EVIL LINE RECORDS が手掛ける音楽原

作キャラクターラッププロジェクト。 

総勢 18人の個性豊かな男性キャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」

「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディ

ビジョン」の 6 チームにわかれ、ラップ音楽と共にバトル展開するストーリー。 

 

―――――――――――― 

出演：木村 昴、石谷春貴、天﨑滉平、浅沼晋太郎、駒田 航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津

山幸宏、速水 奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄

治 ほか 

 

 

 

 

 

 



※参考情報 

・株式会社エムアップホールディングス 

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 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業 

URL  https://m-upholdings.co.jp/ 

 

・株式会社 Fanplus 

代表取締役 佐藤元 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18号 渋谷南東急ビル９階 

事業内容 ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営 

  アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営 

  音楽メディアの企画・運営 

URL  https://fanplus.co.jp/ 

 

・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。 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社エムアップホールディングス 

ＩＲ担当 E-Mail  ：ir-support@m-upholdings.co.jp 


