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プレスリリース

犬と猫展実行委員会

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい展
11 月 28 日（土）10 時よりチケット発売開始！
公式グッズ詳細発表！
作者 松本ひで吉さん、声優 花澤香菜さん、杉田智和さん、金澤まいさんからのコメントも到着！

松本ひで吉が自身の SNS で漫画を投稿したことから口コミで話題となり、
累計 300 万リツイート＆1,000 万いいねを達成した話題作「犬と猫どっちも飼
ってると毎日たのしい」が初となる展覧会を松屋銀座 8 階イベントスクエアにて
2020 年 12 月 27 日（日）より期間限定で開催いたします。開催にあたり、
11 月 28 日（土）10 時より前売券を発売いたします。
また、本展覧会でしか購入することができない展覧会限定品や、先行発売商
品等、100 種類以上のグッズが勢ぞろいいたします。詳細につきましては別紙を
ご参照ください。
さらに、開催に先駆け、作者 松本ひで吉さん、声優 花澤香菜さん、杉田智和さん、金澤まいさんのコメントが到着しま
したので公開いたします。いよいよ来月に迫りました「犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい」初の展覧会にご期待ください。
原作者：松本ひで吉さんコメント
うちの犬と猫ってかわいいなぁ楽しいなぁという気持ち一本、
内輪ネタだけで描きつづけてきたこの作品が、
ついに展覧会までしていただけることになりました。ひざの震えが止まりません。
みなさまのおかげです。どうか頭空っぽにして楽しんでいただければと思います。
犬くん役：花澤香菜さんコメント
松屋銀座イベントスクエアの展覧会、行く度に内容もグッズも充実していて大満足で帰るので、犬と猫展の開催がとても嬉し
いです！！！ボイス収録もさせていただいたので、ぜひ楽しいみんなに会いに来てくださいね♪
猫さま役：杉田智和さんコメント
出演に関係なく見に行くつもりでした。
犬と猫、銀座松屋に来てもなんかたのしい！
松本ひで吉役：金澤まいさんコメント
展覧会の開催おめでとうございます！しかも松屋銀座さんで！
犬と猫の世界がぎゅぎゅっと詰まった空間が楽しみで仕方ありません！
新規の案内音声も収録させていただいたので、一緒に犬くんと猫さまに癒されに来てくださいね。
※チケット、グッズ詳細等に関しては次頁をご参照ください。
【報道関係者からの問合せ先】
本件広報事務局（株式会社フルハウス内 担当：谷口・小泉）
TEL：03-5413-0293 Mail：r.taniguchi@fullhouse.jp（谷口）

■チケット販売詳細に関して
●前売券
ローソンチケット（L コード：39555）にて 11 月 28 日（土）午前 10 時から 12 月 26 日（金）まで発売
※コンビニ発券手数料など、入場券以外の料金は発生しません。
●料金
前売券【優先入場/通常】一般 700 円、高校生 600 円、小中学生 400 円
当日券【優先入場/通常】一般 800 円、高校生 700 円、小中学生 500 円
※「優先入場券」とは指定日の 10:00～13:00 迄に限り優先的に入場をご案内いたします。
※「優先入場券」は券面記載日のみ有効です。記載日以外も入場券としてご利用いただけますが、優先入場ではござい
ません。予めご了承ください。
※発券後は、券面の注意書きを必ずご確認ください。
※混雑時には会場にて当日券の販売を中止する可能性がございます。
<<開催概要>>
名

称

：犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい展

主

催

：犬と猫展実行委員会

特別協力：松本ひで吉
協

力

：犬と猫製作委員会

期

間

：2020 年 12 月 27 日(日)～2021 年 1 月 12 日(火)

時

間

：10:00～20:00
※12 月 27 日（日）、1 月 11 日（祝・月）は 19 時 30 分まで。
12 月 31 日（木）は 18 時まで。1 月 1 日（金・祝）は休業。
※入場は閉場の 30 分前まで。
※日時指定制ではございません。
※会場混雑時にはご入場までお待ちいただく場合がございます。

会

場

所在地

：松屋銀座 8 階 イベントスクエア
：東京都中央区銀座 3-6-1

電話番号：03-3567-1211(松屋銀座 大代表)
U R L ：https://dog-and-cat.com/special/exhibition-01

■犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい展 グッズ詳細
本展覧会でしか購入することができないオリジナルグッズや先行発売商品を販売いたします。
※価格は税別です。
※商品内容やデザインは変更になる場合がございます。
1.YAKPACK ボックスショルダー（4,000 円）※展覧会限定商品
普段使いしやすいサイズのボックスショルダー。
内側にもポケットがたくさんついており、収納しやすい作りになっています。

2. クリアファイル（400 円）※展覧会限定商品
松屋銀座キービジュアルを使用したクリアファイルです。
この商品は松屋銀座のみの限定販売となります。

3. 肉球グミ (各種 1,000 円）※展覧会限定商品
プニプニした食感がクセになる肉球グミ５個入りです。食べ終わった後にも使用
できる可愛い缶に入っています。この商品は松屋銀座のみの限定販売となりま
す。
※右上から時計回りに 肉球グミ 猫さま（寝そべり）/肉球グミ 猫さま（総柄）
/肉球グミ 犬さま（総柄）/肉球グミ 犬さま（寝そべり）

4.ブランケット（4,000 円）
手触りの気持ち良いふわふわのブランケットです。
幅約 100cm・高さ約 75cm と大きめなので膝掛けやお昼寝など色々とご使用い
ただけます。

5. ルームソックス 犬くん/ルームソックス 猫さま（各種 1,500 円）
犬くん、猫さまの 1 ポイント刺繍と足跡がデザインされたふわふわ素材の
ルームソックスです。サイズ：約 22 ㎝～25 ㎝

6. キャラランチボックス「犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい」 01/犬くん＆猫さま（1,200 円）
幅広いお弁当箱なので食材をたくさん入れることができます。
本体は電子レンジ対応可。

7. 毎日たのしい 布マスク（犬くんと猫さま）（800 円）
冬の季節は必須のマスク。紐の長さも調節できる便利な布マスクです。
右側に犬くん、左側には猫さまがプリントされています。

8. ポーチ 犬くん/ポーチ 猫さま（各種 2,000 円）

コスメや小物を入れるのに便利なフラットなポーチ。フェルトで刺繍された犬くん、猫さまがポイントです。
サイズ：幅約 20 ㎝×高さ 15 ㎝
9.「犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい」オリジナル屏風（1,500,000 円）

インパクトのある大屏風、高級和紙張り仕様です。（2 種 1 対）

■犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしいとは
松本ひで吉氏が描く「犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい」は、松本ひで吉氏の愛犬と愛猫、天真爛漫な犬くんと、
魔王のように凶悪ながら愛らしい猫さまとの日常を描いたハプニングだらけの、笑いあり涙ありのほっこり楽しいエッセイ漫画です。
ツイッタ―で大人気の話題作が単行本化し原作コミックは 5 巻まで発売しており、累計 80 万部を達成しています。
2020 年 10 月より TV アニメが放送中です。アニメ版では、犬くん役を声優 花澤香菜氏、猫さま役を声優 杉田智和氏、
飼い主 松本ひで吉役を声優 金澤まい氏が演じています。
＜「犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい」放送情報＞
MBS/TBS 系全国 28 局“スーパーアニメイズム枠”おしり：10 月 2 日より毎週金曜深夜 25:50 頃
TBS・RSK：10 月 3 日より毎週土曜朝 5:30～7:00「まるっとサタデー」内にて
BS-TBS ：10 月 3 日より毎週土曜午前 10:58 頃
※放送日時は変更になる場合があります
＜STAFF＞
監督・脚本・シリーズ構成：岸 誠二
キャラクターデザイン：Team Till Dawn
美術監督：宮越 歩
色彩設計：伊東さき子
撮影監督

宋 賢大

編集：髙橋 歩
音響監督：飯田里樹
音楽：TAKAROT
アニメーション制作：Team Till Dawn
＜CAST＞
犬くん：花澤香菜
猫さま：杉田智和
松本ひで吉：金澤まい
＜イントロダクション＞
一生懸命でかわいすぎる犬と、恐すぎる顔なのに憎めない猫と。
二匹と暮らす楽しすぎる日常――。
どっちも飼っている飼い主ならではの毎日は、笑いありホロリあり…。
あなたは犬派？猫派？どっちも派？？
犬も猫もかわいくて仕方ない欲張りな飼い主が贈る贅沢などっちも飼いアニメがはじまります。
■ご掲載に関してのお願い
下記のクレジットを表記ください。ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願い致します。
©松本ひで吉・講談社／犬と猫製作委員会

【報道関係者からの問合せ先】
本件広報事務局（株式会社フルハウス内 担当：谷口・小泉）
TEL：03-5413-0293 Mail：r.taniguchi@fullhouse.jp（谷口）

