
 

 

2020年３月 16日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 エ ム ア ッ プ 

（コード番号：3661 東証第一部） 

 

３ピースバンド「Saucy Dog」 

オフィシャルファンクラブ「サウシードッグオーナーズ」オープンのお知らせ 

 

株式会社エムアップ（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 EMTG 株式会社（所

在地：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、Saucy Dog（サウシードッグ）のオフィシャルファンクラブ「サ

ウシードッグオーナーズ」（以下、本サイト）を 2020 年３月 16日（月）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 

 

本サイトでは、最速チケット先行をはじめ、メンバーブログや動画、Q&Aなど、Saucy Dog をより身近に感じ

ることのできるサービス・コンテンツをお届けして参ります。 

 

▼Saucy Dog オフィシャルファンクラブ  

「サウシードッグオーナーズ」 サービス概要 

 

URL：https://saucydog.jp/ 

（PC/スマートフォン対応） 

 

▼会費 

［年額プラン］ 年会費 4500円＋税 

※クレジットカード、コンビニ決済に対応 

 

［月額プラン］月額 400円＋税 

※docomo、au、Softbankの各キャリア決済、クレジットカード決済に対応 

 

▼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 

 

▼「サウシードッグオーナーズ」コンテンツ一覧 

□「チケット最速先行受付」  

ファンクラブ会員限定のチケット最速先行を実施！ 

□「MOVIE」 

ここでしか見ることのできない動画を随時配信！ 

□「BLOG」 

メンバーそれぞれが書きたいことを自由に書くブログです。 

 －「石原 深夜のタイムライン」（石原慎也） 

 －「マイペースがいちばん( ◠‿◠ )」（せとゆいか） 

 －「お茶割生活」（秋澤和貴） 

□「PHOTO」 

ライブ写真やバックステージなどの貴重な写真をお届けします！ 

□「Q&A」 

会員の方からの質問に Saucy Dog メンバーが答えます！ 

https://saucydog.jp/


□「おみくじ」 

一日一回引けるメンバーからのメッセージ付きおみくじです。 

□「BIRTHDAY MAIL」 

あなたのお誕生日をメンバーがお祝いします。 

 

 

▼ライブ・ツアー情報 

●Saucy Dog 帰省ツアー 〜メンバーのご当地頂きます〜 

【2020 年５月 19日(火)】 島根 B-１ 

【2020 年５月 20日(水)】 高知 X-pt. 

【2020 年５月 22日(金)】 奈良 NEVER LAND 

 

●Saucy Dog 対バンツアー2020「サバイブエピソード」 

※全公演ゲストバンド有り 

【2020 年６月３日(水)】 Zepp Tokyo 

w / ASIAN KUNG-FU GENERATION 

【2020 年６月４日(木) 】水戸 LIGHT HOUSE 

w / Amelie 

【2020 年６月６日(土)】 山形 ミュージック昭和 SESSION 

w / LAMP IN TERREN 

【2020 年６月７日(日)】 盛岡 CLUB CHANGE WAVE 

w / LAMP IN TERREN 

【2020 年６月 10日(水)】 浜松 窓枠 

w / セカイイチ 

【2020 年６月 11日(木)】松坂 M'AXA 

w / セカイイチ 

【2020 年６月 13日(土)】 周南 RISING HALL 

w / KALMA 

【2020 年６月 14日(日)】鹿児島 CAPARVO HALL 

w / KALMA 

【2020 年６月 16日(火)】 松山 WSTUDIORED 

w / ハルカミライ 

【2020 年６月 17日(水)】 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM 

w / ハルカミライ 

【2020 年６月 19日(金)】 長野 CLUB JUNK BOX 

w / KANA-BOON 

【2020 年６月 20日(土)】 金沢 Eight Hall 

w / KANA-BOON 

【2020 年６月 25日(木)】 甲府 CONVICTION 

w / Coming Soon…! 

【2020 年６月 27日(土)】 名古屋 CLUB DIAMOND HALL 

w / Coming Soon…! 

【2020 年６月 28日(日)】 なんば Hatch 

w / Coming Soon…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Saucy Dog プロフィール】 

 

石原慎也（Vo・G）、秋澤和貴（B）、せとゆいか（Dr、Cho）による３ピースバンド。 

2013年に大阪にて結成され、2016年より現体制となる。2016年に「MASH FIGT vol.５」グランプリ獲得。 

2017年に初の全国流通盤『カントリーロード』を発売。2018年に初のワンマンツアー「one-one tour2018」

を開催。 

2019 年には大阪城野外音楽堂にて、自主公演では自身最大キャパでのワンマンライブ「YAON de WAOOON in 

Osaka」を開催。 

2019年 10月に３rdミニアルバム『ブルーピリオド』をリリース。 

「ブルーピリオド Release tour『いつだって今日がはじまりツアー』も Zepp TOKYO 他全 12公演のツアーも

SOLD OUTを記録し、2020年５月より Saucy Dog 帰省ツアー ～メンバーのご当地頂きます～を開催すること

も決定している。 

 

 

 

※参考情報 

・株式会社エムアップ 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  http://www.m-up.com/ 

 

・EMTG 株式会社  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://emtg.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  

ＩＲ担当 E-Mail  ：ir-support@m-up.com 


