
 

2021 年 11 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） 

 

 

５人組グローバルガールズグループ「ITZY」 

オフィシャルファンクラブ「MIDZY JAPAN」オープン 

ならびに記念ショーケースライブを FanStream にてオンライン配信決定のお知らせ 

 

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、TWICE の妹分として 2019 年

に韓国でデビューした、ITZY の年会費制オフィシャルファンクラブ「MIDZY JAPAN」および月額会費制モ

バイルファンクラブ「MIDZY JAPAN MOBILE」、公式通信販売サイト「ITZY JAPAN OFFICIAL SHOP」を 2021

年 11 月１日（月）にオープンしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

「MIDZY JAPAN」では、チケット先行をはじめ、デジタル会報誌、STAFF BLOG や、GALLERY ここだけの動画

コンテンツなどさまざまなコンテンツをお楽しみいただける、年額制のファンクラブです。さらに月額制

の「MIDZY JAPAN MOBILE」では、ITZY SNS や、Q＆A、WALLPAPER など年額制にはないコンテンツをお楽し

みいただけます。 

 

また、12 月 22 日には日本デビューアルバム「IT’z ITZY」のリリースも決定しており、12 月 18 日にオン

ラインで開催される「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE “IT’z ITZY”」の視聴受付も開始しました。 

なお、年額ファンクラブ「MIDZY JAPAN」および月額会費制モバイルファンクラブ「MIDZY JAPAN MOBILE」

両方にご登録いただいた会員様には W会員特典として、記念ショーケースライブに無料ご招待いたします。 

 

▼サービス概要 

ITZY JAPAN OFFICIAL FANCLUB『MIDZY JAPAN』  

https://midzyjapan.com/ （PC・スマートフォン） 

 

ITZY JAPAN OFFICIAL MOBILE FANCLUB『MIDZY JAPAN MOBILE』 

http://sp.midzyjapan.com/ （スマートフォンのみ） 

 

▼会費  

【年額制】年会費 5,280 円（税込）／入会金 880 円（税込） 

※クレジットカード決済（VISA/Master/JCB 対応）、コンビニ決済対応 

 

【月額制】440 円（税込） 

※キャリア決済、クレジットカード決済対応 

 

▼対応 OS・ブラウザ 

・iOS の場合、iOS10.0 以上 

・Android の場合、5.0 以上 

※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とな

ります。 

 

●ブラウザ 

・iOS の場合、Safari の最新版 

・Android の場合、Chrome の最新版 

・Windows の場合、IE11、Microsoft Edge、Chrome の最新版 

・Mac OS X の場合、Safari または Chrome の最新版 

https://midzyjapan.com/
http://sp.midzyjapan.com/


▼『MIDZY JAPAN』会員限定コンテンツ一覧 

●入会特典 

入会いただいたみなさまに、MIZDY JAPAN 会員の証である入会特典を後日発送いたします。 

●会報誌の発行 

年に２回 WEB 上で公開いたします。 

どんな内容になるかは公開してからのお楽しみとなります。読み応えたっぷりの会報誌です。 

●TICKET 

会員限定で、ツアー・イベントなどのチケット優先予約受付を実施いたします。 

●GALLERY 

ライブ写真やオフショット画像など、ここでしか見られないレアな ITZY をフォトギャラリーとして公開

いたします。 

●MOVIE 

ここでしか見られない、ファンクラブ会員のみなさまだけに向けたムービーを配信いたします。 

●STAFF BLOG 

スタッフが不定期更新する会員限定ブログです。ここでしか見られない裏話があるかもしれません。 

●GOODS 

ファンクラブ会員限定グッズを販売予定です。 

●BIRTHDAY MAIL 

あなたのお誕生日に ITZYからのメッセージをお届けいたします。 

 

▼『MIDZY JAPAN MOBILE』会員限定コンテンツ一覧 

●デジタル会員証 

マイページで閲覧できる会員証を発行いたします。推しメン選択をしてあなただけの会員証となります。 

●TICKET 

会員限定で、ツアー・イベントなどのチケット優先予約受付を実施いたします。 

●MOVIE 

ここでしか見られない、ファンクラブ会員のみなさまだけに向けたムービーを配信いたします。 

●GALLERY 

ライブ写真やオフショット画像など、ここでしか見られないレアな ITZY をフォトギャラリーとして公開

いたします。 

●WALLPAPER 

ここでしか手に入らない壁紙を随時配信いたします。 

●ITZY SNS 

会員限定 SNS で ITZY とあなたで気軽にコミュニケーションができます。 

●BIRTHDAY MAIL 

あなたのお誕生日に ITZYからのメッセージをお届けいたします。 

●Q＆A 

みなさまからの質問にメンバーが答えるコーナーです。あなたの質問にメンバーが答えてくれるかもしれ

ません。 

 

▼記念ショーケースライブ配信 

「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE “IT’z ITZY”」 

・配信日： 2021 年 12 月 18 日（土） 開場 17:00 開演 18:00 

・配信チケット受付： 2021 年 11 月１日（月）00:00～12 月 31 日（金）22:00 

・視聴料金： [MIDZY JAPAN W 会員] 無料  [一般] 2,200 円 

・配信プラットフォーム： FanStream 

 

▼通信販売サイト 

「ITZY JAPAN OFFICIAL SHOP」 

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

 

【販売商品】 

JAPAN DEBUT BEST ALBUM「IT’z ITZY」 

発売日：2021 年 12 月 22 日（水） 

注文受付：2021 年 11 月１日（月）0:00 ～  

https://store.plusmember.jp/itzy/


初回限定盤 A：4,950 円（税込） 

初回限定盤 B：4,180 円（税込） 

通常盤：2,750 円（税込） 

ファンクラブ会員限定特典付きです。詳細は、「ITZY JAPAN OFFICIAL SHOP」の各商品ページをご覧くだ

さい。 

 

 

【ITZY（イッチ）プロフィール】 

 

 
 

５人組グローバルガールズグループ『ITZY』（読み方：イッチ）は、 

アジア最強ガールズグループ『TWICE』の妹分であり、『２PM』『TWICE』『Stray Kids』『NiziU』を輩出

させた JYP エンターテインメントより 2019 年２月にデビューした、モンスター級の超大型ルーキー。 

デビュー前から、メンバーは様々なサバイバル番組や他アーティストの MV 等に出演し、優れた歌唱力と

パフォーマンスで注目を浴びた。 

10 代〜20 代の女性を中心に圧倒的に支持されており、‘ティーンクラッシュ’の魅力輝く超越したカリス

マ性とビジュアル、「自己肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオ

リティで、常に世界中から注目を集めている。 

 

韓国ガールズグループ史上最短の９日で音楽番組１位を獲得、その年の新人賞を総なめにし、タイトル曲

すべての Music Video の再生回数は億越えをしており、２nd ミニアルバム『IT'z ME』の Spotify 全世界

累積ストリーミング再生数は２億回を突破、世界 11 都市でのショーケースツアー、大手化粧品メーカー

やハイブランド、有名企業のイメージモデル抜擢など、韓国のみならず世界でモンスター級の活躍を見せ

ている。 

 

YEJI（イェジ）  生年月日：2000.05.26 

LIA（リア）  生年月日：2000.07.21 

RYUJIN（リュジン） 生年月日：2001.04.17 

CHAERYEONG（チェリョン） 生年月日：2001.06.05 

YUNA（ユナ）  生年月日：2003.12.09 

 

 

 

 

 

 

 



※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 スマートフォン・携帯向け アーティストファンサイトの企画・開発・運営 

             ファンクラブの企画・開発・運営 

URL  https://fanplus.co.jp/ 

 

※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。 

 

 

 

■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 

 

 


