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アイドルどっとは、アイドルになりたいけど、なかなか一歩を
踏み出せない。そんな夢みる若者を応援するプロジェクトです。

現在、多くのアイドルが活躍しています。
その数は今も増え続けています。

また多くの問題も起こっています。その中でも一番
の負担となるのがアイドルになるためのレッスン
などの費用の問題。もちろん費用を負担して頂ける
事務所もありますが、個人負担が多いのが現状です。
個人で活動するアイドルも、物販やライブハウスの
費用など大きな問題となっています。

アイドル育成プロジェクト、アイドルどっとではアイドルに
なる為の費用は一切かかりません。

アイドルどっとで必要なのは

「アイドルの心とやる気だけ！」

新しいアイドルのカタチ
リアルアイドル育成プロジェクト
アイドルどっとに参加してアイドルになろう！

色々な情報発手段がある中で、現在のアイドルの在り方に
とらわれないSNSを活用した新しいアイドルのカタチを
アイドルどっとに参加して、夢を叶えませんか。

アイドルどっとに参加してできること、活動のやり方をご紹介します。



アイドルどっとに参加してできること！

宣材写真、ボーカルレッスン、ダンスレッスン、

PV撮影などが無料で受けられる。

全国どこからでもスマホ１つでアイドルどっと

に参加できる。

テレビ・ラジオ・CMなどに出演ができる。

アイドルどっとユニットとして、ライブなどの

リアルイベントに誰でも出演できる。

SHOWROOMにて公式配信が可能。

アイドルどっとから新しいアイドルのカタチの

アイドルとしてレビュー。

ポイントは 6 つ



1Point

審査が通ると、アイドルどっと原石として活動がスタート！

全国どこからでもスマホ１つで
アイドルどっとに参加

アイドルどっとはSNSを活用したプロジェクトです。
地域を問いません。全国どこにいても、アイドルどっとに参加する事ができます。
※年齢制限など審査があります。

日本全国各地からアイドルどっとの原石は参加しています！
また、日本のみならず海外からの参加原石も多数！
アイドルどっとはワールドワイドに展開しています。



2Point 宣材写真やレッスンなどアイドルになる為
のスキルを無料で受けることができます。

アイドルどっとに参加すると、最初はアイドルの原石としての活動スタートとなります。
応援するプロデューサー（ファン）からの応援ポイントが貯まり、レベルがアップしステップを
クリアすると様々な特典が無料で受けられます。

ステップ1クリア

宣材写真撮影
プロカメラマンチームによる宣材写真撮影とその様子を記録したフォトムービーを撮影！
東京（青山・表参道）のスタジオにて撮影を行います。 
※全国どこにお住まいでも撮影費、衣装、スタイリスト、交通費すべて無料！

ステップ2クリア

ボーカルレッスン
歌のレッスン特典！

1時間×12回の計 12時間、 1 対 1のアイドルどっと特別個人
レッスン。すべて無料。



ステップ3クリア

ダンスレッスン
ダンスレッスン特典！

1時間×12回の計 12時間、 1 対 1のアイドルどっと特別個人レッスン。すべて無料

ステップ4クリア

オリジナル楽曲の提供
世界で一曲しかない原石の為のオリジナル曲を提供します。
有名アーティストに楽曲を提供するプロの作詞・作曲家が原石
個々のイメージにあった楽曲（完全オリジナル）を書き下ろし
ます。 

ステップ5クリア

曲選択
ステップ 4にて制作された「オリジナル曲」のサンプル2曲
からプロデューサーの投票により歌う歌を決定します。



ステップ6クリア

レコーディング
オリジナル曲をスタジオでレコーディングします！ 
レコーディング前にレッスンを受けて頂きます。 
その後にレコーディングを行うことにより、レコーディングの不安を解消します！

ステップ7クリア

PV撮影
数々の有名アーティストを撮影してきた有名カメラマンによる PV（プロモーションビデオ）
撮影が待っています！ 
振り付けも avex 所属の振付師が担当。 
ダンスレッスンを受けた後に、プロモーションビデオ撮影を行います。

その他にもミニステップなどにて、成長をサポートいたします。

※各ステップの詳細はこちらから https://idol.company/page/step-info



3Point

アイドルどっとは現在一番メディアに出やすいアイドルユニットです。

テレビ・ラジオ・CMなどに
出演ができる

アイドルどっとの原石には、なかなか出演することのできない
様々なテレビ・ラジオ・CMなどのメディア出演イベントを
開催しています。

現在開催中のイベント

ó 東京MXテレビ「話題のアプリええじゃないか」出演イベント

ó 新宿駅南口「新宿 FlagsVision」CM出演イベント

また、多数のテレビや映画のオファーがアイドルどっとにお声がけがありますので、そちらの
情報も原石の皆様にご提供いたしますのでチャンスを掴んでください！



4Point

ライブではアイドルどっとオリジナルソングの他に、原石達で行いたい楽曲を選んでライブで
披露しています。
（年内にnewアイドルどっとユニットソング発表予定ですのでお楽しみに）

アイドルどっとユニットとしてライブなど
のリアルイベントに誰でも出演できる

アイドルどっとでは定期的にアイドルどっとユニットとしてライブに出演しています。
日程が合えば、原石は誰でもライブに参加ができます。
※ライブ出演に向けて、練習も行っています。

ライブではチェキ等の物販も開催しています。



5Point SHOWROOM にて
公式配信が可能

アイドルどっとは SHOWROOMのオーガナイザーです。
アイドルどっとの原石は SHOWROOMにて公式配信が可能です。

公式配信のメリット

 新しいファンを獲得することができる

 ファンからの課金アイテムの獲得により収益を得ることができる

. 月締めの分配収益の 60％を原石にお支払いいたします。

. 月締めの分配収益の 20％を応援ポイントとして原石にお支払いいたします。

アイドルどっとでは、原石の皆様に沢山のファンを獲得して頂くためにオーガナイザーの資格
を取得をいたしましたため、原石への合計 80％の分配は業界最高水準です。
詳しくはお問い合わせくださいませ。

6
Point 新しいアイドルのカタチとしてデビュー

7つのすべてのステップをクリアすると、アイドルどっとから新しい
アイドルのカタチとしてデビューすることができます。

ステップ７をクリアする時には、沢山の応援して頂いてるプロデューサーがいます。
プロデューサーと共に、新曲制作、ライブの開催、写真集などアイドル活動を共に考えて活動
していくことが可能です。
アイドルドットカンパニーに所属して、TV出演なとのメディア露出も更に積極的に図っていき
ます。

もちろん、プロとして活躍するわけですから、売り上げに対する収益を受け取ることが出来る
ようになります。
応援して頂けるプロデューサーと共に、アイドルの階段を駆け上がりましょう！



アイドルどっとでの活動方法
アイドルどっとに参加するとアイドルどっと原石（研究生）として活動することが可能になり
ます。

アイドルどっとでの原石の活動

インスタのようにアイドルどっと内に、動画や画像を投稿して自己アピール。
※投稿しやすいように、毎週色々なお題イベントを開催していますので、お題に沿った
　投稿をすることによってアピールしよう！

アイドルどっとではアイドルの原石を応援して頂けるファンをプロデューサーと呼びま
す。自己アピールすることで、プロデューサーを沢山獲得することが原石ユニットから
アイドルデビューへの近道となります。

プロデューサーは応援ポイントを使用してアイドルの原石を応援しています。
応援ポイントが貯まると、原石はレベルがアップします。
レベルがUPするとステップアップなどの様々な特典やメディア出演を行うことが
できます。

ライブに参加

ライブに参加する事によって、プロデューサーと会える機会を増やしましょう。
（ライブは現在首都圏近郊ですが、随時開催エリアを増やしていく予定です。）

SHOWROOMのライブ配信を活用しよう

ライブ配信を行って、新しいプロデューサーを獲得しましょう。
※公式配信にて収益を得ることもできます。

SNSでの発信

ライブの様子やオフショット映像などは、youtube アイドルどっとチャンネルや
公式 Twitter などで公開されます。
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ユニットステップ編



アイドルどっと第2章として、
2021年 4月に
ユニットステップを始動します。

ステップ 4 をクリアできないと与えられなかったオリジナル楽曲を、ステップ 1 をク

リアすれば獲得できるように変更。ステップごとにオリジナル楽曲が提供され、すぐ

にライブ活動ができるようになるステップ報酬に変更となり、よりアイドル活動をイ

メージ・体験できるようになり、アイドルになりたい原石に魅力あるサービスになる

と考えます。

個人でスタートではなく、最初からユニット
として活動が出来る

ユニット専用ステップアップ報酬の追加

しププ

a new step up system star ted up.

ユニットで駆け上がることにより
ステップアップが容易になること
（ユニット全員の合計でステップを駆け上がる）



ユニット専用報酬 ユニット専用報酬として、下記の内容を用意しています。

アイドルどっとサイトよりの直接応援アモーレ

SHOWROOM よりの有料課金

ZOOM 等の有料ライブ撮影会等のイベント

イベント・ライブ等の物販売上

アアイイイイドドドルルどどっっととサササイイイトトトよよよりの直

SHOWWRRROOOOOOOOMMMMよよよりりの有料課金

Thank You

100%アモーレ還元

オーガナイザー支払額
35%のうち 20%アモーレ還元

60%を現金にてお支払い

20%アモーレ還元

40%を現金にてお支払い

利益の

利益の 20%アモーレ還元

40%を現金にてお支払い



ユニット用ステップアップ報酬の追加イメージ

現在（個人）の報酬 ユニット報酬

デビュー

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

クリア報酬

宣材写真

クリア報酬

ボーカル
レッスン

クリア報酬

ダンス
レッスン

クリア報酬

楽曲提供

クリア報酬

楽曲選択

クリア報酬

レコー
ディング

クリア報酬

PV撮影

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

今回ステップクリア特典以外に、途中
にゲートを設け、ゲートを通過したと
きに得られるゲート特典を追加。

ステップ 4 をクリアしないともらえな
かった楽曲提供を、ステップごとに提
供されるように変更することにより、
ステップ１達成よりオリジナル曲での
ライブ活動が可能になります。

ファーストゲート

セカンドゲート

サードゲート

STEP5 は楽曲選択のみ
でクリアアモーレ無し
のため、ゲートは存在
しません。

STEP5 は楽曲選択のみ
でクリアアモーレ無し
のため、ゲートは存在
しません。

STEP1
クリア報酬

衣装の提供

楽曲の提供

振付の提供

宣材写真

ファーストゲート

セカンドゲート

サードゲート

ファーストゲート

セカンドゲート

サードゲート

ファーストゲート

セカンドゲート

サードゲート

ファーストゲート

セカンドゲート

サードゲート

ファーストゲート

セカンドゲート

サードゲート

STEP2
クリア報酬

ボーカル
レッスン

STEP3
クリア報酬

ダンス
レッスン

STEP4
クリア報酬

楽曲提供

STEP5
クリア報酬

楽曲選択

STEP6
クリア報酬

レコー
ディング

STEP7
クリア報酬

PV撮影

ダンスレッスン（3回）

楽曲の提供

振付の提供

ダンスレッスン（3回）

楽曲の提供

振付の提供

ダンスレッスン（3回）

衣装の提供

ユニットロゴ制作

ダンスレッスン（3回）

オリジナル T シャツ

ボーカルレッスン

ダンスレッスン（3回）

オリジナル衣装の提供

宣材写真



各ステップ報酬詳細 各ステップ内ゲートおよびステップクリア報酬として、下記の
内容を用意しています。

STEP1

STEP1 START

必要アモーレ数：45,000

ファーストゲート通過 （10,000アモーレ通過）

クリア報酬：衣装の提供（既製品の衣装となります）

セカンドゲート通過 （25,000アモーレ通過）

クリア報酬：楽曲の提供

サードゲート通過 （35,000アモーレ通過）

クリア報酬：振付の提供

クリア報酬

グループの宣材写真（アー写）の撮影（５万円）
ライブに1回出演権

STEP1 クリア（45,000アモーレ獲得）



STEP2

STEP2 START

必要アモーレ数：45,000

ファーストゲート通過 （10,000アモーレ通過）

クリア報酬：ダンスレッスン（3回）

セカンドゲート通過 （25,000アモーレ通過）

クリア報酬：楽曲の提供

サードゲート通過 （35,000アモーレ通過）

クリア報酬：振付の提供

クリア報酬

エイベックススクールにて
ボーカルレッスン6時間

STEP2 クリア（45,000アモーレ獲得）

※ゲートクリアごとにライブに参加します。



STEP3

STEP3 START

必要アモーレ数：45,000

ファーストゲート通過 （10,000アモーレ通過）

クリア報酬：ダンスレッスン（3回）

セカンドゲート通過 （25,000アモーレ通過）

クリア報酬：楽曲の提供

サードゲート通過 （35,000アモーレ通過）

クリア報酬：振付の提供

クリア報酬

エイベックススクールにて
ボーカルレッスン6時間

STEP3 クリア（45,000アモーレ獲得）

※ゲートクリアごとにライブに参加します。



STEP4

STEP4 START

必要アモーレ数：112,000

ファーストゲート通過 （10,000アモーレ通過）

クリア報酬：ダンスレッスン（3回）

セカンドゲート通過 （40,000アモーレ通過）

クリア報酬：衣装の提供

サードゲート通過 （70,000アモーレ通過）

クリア報酬：ユニットロゴ制作

クリア報酬

エイベックスによる楽曲提供
2曲提案

STEP4 クリア（112,000アモーレ獲得）

※15,000 アモーレ獲得ごとにライブに参加します。



STEP5 必要アモーレ数：なし

クリア報酬

プロデューサーによる楽曲選択
投票により、2曲から 1曲が決定

STEP5 クリア

STEP5は3週間で固定となります。
STEP5 の内容としましては、STEP4 のステップクリア特典で
エイベックスより提案された2曲のユニットの顔となる楽曲を
プロデューサーの投票により、「どちらがそのユニットにあっ
ているか」を選択してもらうということが主な目的となりま
す。
期間は 3 週間（21 日）で、その期間はすべて楽曲選択の投票に
あてられます。そのことから、STEP5 は 3 週間（21 日）で自
動的に通過となり、次の STEP6 へと進むことができます。

楽曲はオリジナル楽曲です。
世界で一曲しかないオリジナル楽曲を提供します。
プロの作詞・作曲家がユニットのイメージにあった楽曲（完全
オリジナル）を書き下ろします。
アイドルどっとのテーマソングもアイドルどっとのために有
名アーティストに楽曲を提供するプロの作詞・作曲家が書き
下ろした楽曲です。

プロデューサーの投票権の持ち数は、
これまでの貢献が加味されます。
プロデューサーの投票権は 1 人 1 票ではなく、1 人複数票あ
ります。たとえば、A という曲に 300 票、B という曲に 100
票という投票をすることもできます。
その投票権利の持ち数はプロデューサーに付与されている称
号によって変わってきます。
新米プロデューサーなら持ち数は 10 ですが、一番最高ランク
のアイドルどっとプロデューサーになると、持ち数は 5,000
になります。

この投票は重要な投票です。
ユニットの顔となる曲になるので、非常に重要な投票となり
ます。2 曲のうちどちらが相応しいか、プロデューサーの想い、
プロデューサー同士の共闘や思惑のぶつかりあいも垣間見れ
るかもしれません。



STEP6

STEP6 START

必要アモーレ数：45,000

ファーストゲート通過 （10,000アモーレ通過）

クリア報酬：ダンスレッスン（3回）

セカンドゲート通過 （25,000アモーレ通過）

クリア報酬：オリジナル Tシャツ制作

サードゲート通過 （35,000アモーレ通過）

クリア報酬：ボーカルレッスン 3回

クリア報酬

エイベックスによる
エイベックス制作楽曲のレコーディング

STEP6 クリア（45,000アモーレ獲得）

※15,000 アモーレ獲得ごとにライブに参加します。



STEP7

STEP7 START

必要アモーレ数：320,000

ファーストゲート通過 （20,000アモーレ通過）

クリア報酬：ダンスレッスン（3回）

セカンドゲート通過 （100,000アモーレ通過）

クリア報酬：オリジナル衣装の提供

サードゲート通過 （200,000アモーレ通過）

クリア報酬：アー写の撮影

クリア報酬

エイベックス制作楽曲によるPV撮影
ワンマンライブ開催

STEP7 クリア（320,000アモーレ獲得）

※15,000 アモーレ獲得ごとにライブに参加します。
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