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犬と人との豊かな生活を応援する 

「いぬフレ！×T ファン」2 月 14 日受付開始 
～アンバサダー「柴犬まる」就任記念フェアには、等身大の銅像も出現～ 

 
CCC グループのカルチュア・エンタテインメント株式会社（以下、 C・E）は、犬好きが集

い、情報交換できる出会いや体験を提供する、生活提案型のファンコミュニティ「いぬフレ！
×T ファン」を開始します。このコミュニティでは、インスタグラムのフォロワーが 250 万人
を超える「柴犬まる」をアンバサダーに迎え、「柴犬まる」と共に、各種ワークショップやイ
ベントを開催し、犬と人との豊かな生活を応援します。  

「いぬフレ！×T ファン」の情報はこちら
https://fan.tsite.jp/special/inuhure  

※2 月 14 日（水）午前 10 時より公式サイトオープン http://tfan.jp/dog/ 
 

「いぬフレ！× T ファン」は、犬を愛する人、犬に興味がある人が、犬にまつわる知見、知識、経験、意
見を相互にシェアするために、各種ワークショップやイベントで人と人、人と犬をつなぎ、犬との時間を幸
せに過ごすヒントになるような活動を提案するコミュニティです。公式サイトにて利用登録（税抜２,000 円）
いただくと、「T カード（柴犬まるデザイン）」を取得でき、「柴犬まる」と学ぶ、人と犬のワークショップへ
の参加や、限定商品を購入いただけます。コミュニティのご利用期間中は継続的にイベント情報をお届けい
たします。入会時の特典詳細は以下の通りです。 

 

【「いぬフレ！×T ファン」  有料サービス利用登録者限定特典 情報】  

１）T カード（柴犬まるデザイン）をお渡し  

 「柴犬まる」の愛くるしい表情を捉えた、 特別デザインの T カードです。  

２）「柴犬まる」限定商品の販売  

 第 1 弾としてデニムトートバック、第 2 弾として枕カバーが登場します。   

・第 1 弾  柴犬まる２９好きデニムトートバック  

予約期間：2 月 14 日～3 月末  

・第 2 弾  柴犬まるおやまる枕カバー   

予約期間：4 月 1 日～4 月末  

３）「柴犬まる」特別写真館閲覧  

 「いぬフレ！×T ファン」公式サイト内で、「柴犬まる」のこ

こでしか見られない写真を随時更新公開予定。  

４）限定のワークショップやイベント開催  

 「柴犬まると一緒に犬のことをちゃんと学ぼう！」 定期的な

イベント開催。  

 ・第１回目  ４月１４日（土）都内にて開催予定   

※詳細は「いぬフレ！×T ファン」公式サイト内にて、後日告知いたします。  
 

また、全国の TSUTAYA 店頭及び WEB での「いぬフレ！×T ファン」の受付が開始する２月
１４日（水）から、SHIBUYA TSUTAYA 地下 2 階では、「柴犬まる」のアンバサダー就任を記
念したフェアを開催します。  

同店舗「T ファンサイト」ポップアップショップ内で展開する「柴犬まる」フェアでは、等
身大の「柴犬まる銅像」がフェア期間限定で設置されます。その他「いぬフレ！×T ファン」
の受付や、ポップアップショップ先行販売商品など、オリジナルグッズ約 160 種類の販売を行
います。  

オープン初日には、開店前の 9 時から「柴犬まる銅像」の除幕式を行い、「柴犬まる」が
SHIBUYA TSUTAYA 初の犬店長として、お客さまをお出迎えします 。  

T ファンサイト  ポップアップショップ 特設ページ  
https://fan.tsite.jp/special/shibuyatfansite  
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【「いぬフレ！×T ファン」  詳細情報】  

※2 月 14 日（水）午前 10 時より公式サイトがオープンし、受付開始となります。  
■「いぬフレ！×T ファン」公式サイト  http://tfan.jp/dog/ 
「いぬフレ！×T ファン」の情報や特典の申し込みなどを随時更新してまいります。  
 
■「いぬフレ！×T ファン」の申し込み方法、受付期間など  
・サービス登録料：2,000 円（税抜）/2,160 円（税込）  
 ※有料サービス利用登録の完了から 1 年間有効。  
 
・全国の TSUTAYA 店頭申込期間：２０１８年２月１４日(水)～２０１9 年１月３１日(木) 

※申込受付店舗は、「いぬフレ！×T ファン」公式サイトに掲載しております。  
 

・ネット登録受付期間：２０１ ８年２月１４日(水)～２０１９年２月１３日(水) 
※「いぬフレ！×T ファン」公式サイトにて申し込みいただけます。  

 
 
 

「柴 犬ま る」 フェ アで は 、等 身大 の「 柴犬 まる 銅 像」 がみ なさ まを

お迎 えし 、柴犬まるがインスタグラムで愛用している商品や、自社
企画のオリジナル商品のお菓子（クッキー、ラムネ、マシュマ
ロ）などを取り揃えています。  

 

フェア期間：２月１４日（水）から 3 月 21 日（水）  
※フェア修了後は C･E が運営する EC サイト「FANDAYS」に
て販売いたします。  
 

  

「T ファンサイト」ポップアップショップ展開店舗情報 

店舗名：SHIBUYA TSUTAYA 

展開場所：地下 2 階ゲームフロア 

住所：〒150-0042 東京都 渋谷区宇田川町 21-6 

電話番号：03-5459-2000 

営業時間：朝 10:00～深夜 02:00 

 

 

 

■「柴犬まる銅像」除幕式   
開催時間：午前９時から９時４０分（予定）   
開催場所：SHIBUYA TSUTAYA B2「T ファンサイト」ポップアップショップ エリア 

■「柴犬まる」店長がお出迎え   
開催時間：午前１０時から１０時３０分   
開催場所：SHIBUYA TSUTAYA（Q-FRONT）地下 2 階 エントランス  

  開催内容  来店されるお客さまをお出迎えします。  
 

【「柴犬まる銅像」除幕式参加方法について】  
集合時間：午前８時１５分  
集合場所：SHIBUYA TSUTAYA（Q-FRONT）地下 2 階 エントランス  
参加条件：集合時間にお集まりいただいた方の中から抽選  
参加人数：２０名様  

  ※午 前 8 時 15 分よ り前 の集 合は お控 えく だ さい 。  
  ※イ ベン ト中 の「 柴 犬ま る」 の撮 影は 可能 で すが  

ご参 加の お客 さま との 2 ショ ット は不 可と させ て いた だき ます 。  
  ※イ ベン ト終 了後 、 再度 店外 の入 店待 機列 の 先頭 から 20 番目 まで に お並 びい ただ き  

１０ 時の 開店 時の お出 迎 えに 参加 いた だけ ます 。  
※当 日メ ディ アに よる 撮 影に 映り 込む 可能 性が ご ざい ます 。  

予め ご理 解い ただ きご 参 加願 いま す。  

ポップアップショップ「柴犬まる」フェア 商品情報 

「いぬフレ！×T ファン」概要 

 

２月１４日（水）開催「柴犬まる銅像」除幕式＆「柴犬まる」店長がお出迎え 概要 

http://tfan.jp/dog/
http://tfan.jp/dog/
http://tfan.jp/dog/
https://fandays.jp/
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■T ファンとは 
 T 会員の皆さまの興味・関心が高いコンテンツをお一人おひとりへ提供することで、新しいライフスタイ
ルの提案を目指す有料の会員制サービスです。「T ファン」では、エンターテイメント系や、ライフスタイル
系のジャンルに関連したオリジナルのコンテンツやサービス、イベント情報のお届け、登録者限定の商品や
イベントチケットの特別販売、オリジナルデザイン T カードの発行などを行っていきます。 

 

 

T ファン サイ トと は？  

C･E が 運営 する 、エ ンタ メや ライ フス タイ ル ジ ャ ンル のコ ンテ ンツ に関 わ るサ ービ スや 商品 を提 供 する

エン タテ イン メン ト総 合 サイ ト で す。  

▼エ ンタ メや ライ フス タ イル ジャ ンル のコ ンテ ン ツと コラ ボレ ーシ ョン し た「キ ャラ クタ ーデ ザイ ンの

T カード 」発 行や オリ ジ ナル 特典 の提 供  

▼T 会員 限定 の特 典や 優 待を 受け られ る有 料の 会 員制 サー ビス 「T ファ ン 」の 受付  

▼T カー ド１ 枚で ライ ブ やイ ベン トへ 入場 でき 、 T ポイン トも 貯ま る 「T チケ ット 」 の 購入  

▼TSUTAYA 限定 グッ ズを 販売 する 「ANIME TSUTAYA」の 商品 販売  

 

「T ファ ンサ イト 」のポ ップ アッ プシ ョッ プ で は 、過 去 1 年間 に発 行 され た 音 楽・アニ メ・ゲ ーム コ

ンテ ンツ の「 キャ ラク タ ーデ ザイ ンの T カ ード 」を一 堂に 取り 揃え てい ま す。また 、月 替わ りで ポ ップ

アッ プフ ェア を展 開し 、ここ でし か手 に入 れる こ とが 出来 ない 限定 グッ ズ の販 売や 、ス ペシ ャル イ ベン

トの 開催 も予 定し てい ま す。  

 

 

【カルチュア・エンタテインメント株式会社について】 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、CCC）グループで、映像・出版・音楽などのエンターテイメント

分野やライフスタイル分野の企画製作などを担う事業会社。CCC グループのプラットフォームによるプロモーションや

サービスインフラを元にしたデータベース・マーケティングを活かし、各分野のアーティストやクリエイターの活動を支

援し、創造される作品やイベント、サービスを提案することで、各分野の市場活性に寄与してまいります。 


