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累計販売枚数 1700万枚を突破した年賀状アプリの決定版「スマホで年賀状 2018」 

愛犬が居なくても「飼い主」気分を味わえる！ワンちゃんとお散歩写真で年賀状作成！ 

撮影＆年賀状作成体験会 『わんことお年賀ラブグラフ』を期間限定で開催 

2017 年 11 月 23 日（木・祝）、25 日（土）、26 日（日）、12 月 1 日（金）～３日（日） 

＠上野恩賜公園/西郷隆盛像前（東京都台東区） 
  

 スマートフォンやパソコンの簡単な操作で年賀状のデザインから発送までの全てを提供している「スマホで年賀状

2018」(スマホ版アプリ)、「ネットで年賀状2018」(PC版)を展開する株式会社CONNECTITは、人気出張撮

影サービス「Lovegraph(ラブグラフ)」を運営する株式会社ラブグラフとのコラボレーションを本日より開始します。 

 コラボレーションを記念して、“年賀状作りをもっと楽しもう！”をテーマに、来年の干支である犬とのお散歩写真撮

影＆年賀状作成体験会『わんことお年賀ラブグラフ』を、2017年11月23日(木・祝)、25日(土)、26日(日)、

12月 1日(金)～3日(日)の 6日間限定で、上野恩賜公園にて開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『わんことお年賀ラブグラフ』は、ワンちゃんと一緒に、お散歩したり遊んだりする姿を撮影し、その写真を使って年

賀状をその場で作ることができるイベントです。 

 愛犬がいらっしゃる方はもちろん、犬は飼っていないけれど年賀状用にお散歩写真を撮りたい！という方のニーズ

にもお応えし、当日は 2匹のワンちゃんが会場に登場。１日８組限定で 30分間お散歩に密着して自然体な姿

を撮影。その場でレタッチまで行い、納品された写真を素材にして、年賀状作成アプリ「スマホで年賀状」で年賀

状をカンタンに作成。さらにその場でご注文もしくはサンプル注文(無料)を行っていただくことができます。   

 当体験会で撮影した写真を使って、その場で年賀状を作成いただける方には、お得に年賀状が注文できる「ス

マホで年賀状 2018」のスペシャルクーポンもプレゼント！2018 年の年賀状づくりがまだという方は、ぜひ会場にお

越しください。 

 

 

 

【PRESS RELEASE】 

 報道関係者各位 

2017 年 11 月 17 日 

東京都千代田区有楽町 1-10-1 

株式会社 CONNECTIT 

代表取締役 飯野 法志 

 

ワンちゃんを飼っていらっしゃらない方も、 
撮影用モデル犬と一緒に「飼い主気分」

で撮影会 

ヨークシャテリアやポメラニアンなど 

１日２匹のモデル犬が登場！ 

※開催日によって犬種が変わる可能性があります。 

撮影した写真をつかって、その場でカンタ

ンにかわいい年賀状が作れます 
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■「わんことお年賀ラブグラフ」の流れについて 

1. 当日会場にて受付 

事前予約と当日申込みが可能です。事前予約は下記受付窓口よりお申込みください。 

2. 撮影 

30分ほどの撮影時間となります。わんこと上野公園で遊ぶ姿をおさめます。 

3. レタッチ作業 

撮影後 1時間程度で、画像のレタッチ作業を行い、撮影した写真をご納品させていただきます。 

4. 年賀状作成 

受付でクーポンを発行、「スマホで年賀状 2018」を利用して年賀状をその場で作成～ご注文いただけます。 

 

■「わんことお年賀ラブグラフ」イベント概要 

■開催日時：2017年 11月 23日(木・祝)、25日(土)、26日(日)、12月 1日(金)～3日(日) 

         撮影会開催時間／13:00～17:00 各組 30分程度 

■開催場所：上野恩賜公園/西郷隆盛像前(JR・東京メトロ上野駅から徒歩で 2分) 

 

 

 

 

 

 

  

  ※★印が集合場所(西郷隆盛像)となります。 

■所在地：東京都台東区上野公園 5-20 

■参加組数：１日 8組限定 

■参加料金：無料 

■参加申し込み方法：事前予約・当日申し込み 

■主催：株式会社ラブグラフ 

■特別協力／協賛：株式会社 CONNECTIT 

■その他注意事項： 

 ・荒天時は中止になることがございます。 

 ・１日 8組までとさせていただきます。お客様の人数により、当日ご来場いただきましてもお楽しみいただけない場

合がございますので、体験会参加ご希望の方は事前予約をお願いいたします。 

 

◆「わんことお年賀ラブグラフ」お申込み受付窓口（株式会社ラブグラフ） 

メールアドレス：info@lovegraph.me 

電話番号   ：03-5708-5382 

「わんことお年賀ラブグラフの申し込みについて」と件名にご記載ください。 

お電話でのお申し込みの際は、「わんことお年賀ラブグラフの申し込み」とお伝えください。 

グーグルフォームでも受付中：https://goo.gl/forms/PC7spkYRJTUGq4i82 

mailto:info@lovegraph.me
https://goo.gl/forms/PC7spkYRJTUGq4i82
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■期間限定コラボレーションメニュー「ラブグラフで年賀状」について 

 人気出張撮影サービス「Lovegraph(ラブグラフ)」とコラボレーションした

期間限定メニュー『ラブグラフで年賀状』。 

 愛犬との楽しいお散歩タイムや家族のおでかけシーンを写真におさめ、納

品された写真を使って、2018年の年賀状を作成いただくことが可能です。 

 期間中、当メニューにお申込みいただいたお客様には、「ネット／スマホで

年賀状」のお得なクーポンを進呈！ 

 

〈サービスご利用の流れ〉 

1. 撮影のお申込み 

申込フォームから申込みます。お電話でも申込みいただけます。 

2. お支払い 

ラブグラフから URL が記載されたメールが届きますので、そちらからお支払いください。 

3. 担当カメラマンと連絡 

担当のカメラマンから連絡がきたら場所や撮影に関して相談をします。 

4. 写真撮影 

事前にカメラマンと決めた場所で写真撮影をします。(1-2時間目安)  

5. お好きな写真を選択 

カメラマンから写真が届いたらお好みの写真を選びます。(撮影後１週間以内) 

6.スマホで年賀状にアクセス。納品された写真を使って年賀状を作成。 

7.特別クーポンを利用して、お得に年賀状をご購入いただけます。 

 

◆「ラブグラフで年賀状」メニュー概要 

■サービス期間：2017年 11月 23日(木)～12月 16日(日)※撮影最終日が 16日（日） 

■利用料金：16,000円 

■料金に含まれる内容：カメラマン出張料、写真撮影料(1～2時間)、写真データ 10枚（追加購入可能） 

■対象エリア：47都道府県 

■サービス運営主体：株式会社ラブグラフ 

■お問い合わせメールアドレス：info@lovegraph.me 

 

◆「ラブグラフで年賀状」ウェブサイト（メニューのご利用・お申込みはこちらから） 

＜ラブグラフで年賀状 本サイト＞  https://lovegraph.me/  ※ラブグラフトップページよりご確認ください 

＜スマホで年賀状 特設サイト＞  https://net-nengajo.jp/special/lovegraph 

※「ラブグラフで年賀状」のご紹介・お申込みページにつきましては、いずれのサイトも新メニュースタートの 2017年

11月 23日から公開となります。 

 

 

 

 

写真を入れられるテンプレート数は 

600 種類以上！ 

11月下旬以降、更に増える予定です！ 

47 都道府県で撮影対応可能！ 

https://lovegraph.me/
https://net-nengajo.jp/special/lovegraph
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■lovegraph について 

カップルや家族が自分たちでは残せない自分たちだけの想い出を写真に残す、フォト撮影サービスです。  

自然な笑顔や好きな人の前でしか見せない表情を、写真とカタチにすることで、少しでも幸せに感じる瞬間を増やしていきた

いと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■株式会社ラブグラフについて 

 1. 写真撮影事業：「撮りたい」カメラマンと「撮られたい」お客様を繋ぐ、今までになかった新しい出張同行撮影サービス

「Lovegraph」を日本全国で展開しています。 

2. スクール事業：初心者から上級者まで幅広いレベル層の方に向けた「Lovegraph アカデミー」と称したカメラ教室を全国

主要都市にて開催しています。 

 

―会社概要― 

社名 ：株式会社ラブグラフ 

所在地 ：東京都目黒区中目黒 3 丁目 5−5 NF ビル 401 

URL ：http://corporate.lovegraph.me/ 

資本金 ：1 億 9,569 万 9,920 円（資本準備金を含む） 

代表 ：駒下 純兵 

事業内容 ：写真撮影事業、スクール事業  

 

 

■サービスサイト（アプリ利用料無料） 

スマホで年賀状 2018（スマホ版） ：https://net-nengajo.jp/sp/ 

ネットで年賀状 2018（パソコン版）：https://net-nengajo.jp/ 

 

◆「スマホで年賀状 2018」とは 

日本郵便と連携し、作成から、印刷、配送まで年賀状のすべてがカンタンにできる 

「ネットで年賀状」iOS/Android アプリ版。サービス開始から累計 1700 万枚以上を売り上げた 

スマホ年賀状作成アプリの決定版が、よりおしゃれに、かんたんになって 2018 年も登場いたしました。 

こだわりのデザインは 700 種類以上！年賀はがきから宛名をデータ化する「宛名スキャン」を搭載！ 

  

サービスロゴ 

アプリアイコン 

プロカメラマンがお出かけに同行し、自然体な姿を撮影。 
これまで 4500 組以上が体験するなど好評いただいています。 

https://net-nengajo.jp/sp/
https://net-nengajo.jp/
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■株式会社 CONNECTIT について 

株式会社 CONNECTIT は郵便物などのリアルコミュニケーションとデジタルコミュニケーションを連動させたサービス提供を専門

とした、デジタルコンテンツ及びサービス制作会社です。弊社では IT の普及に伴う年賀状文化の衰退を、同じ IT を通じてサ

ポートし、物流、広くは郵便事業などとの融合、そして贈答文化の継承を目指します。 

 

―会社概要― 

社名   ：  

株式会社 CONNECTIT（コネクティット） 

所在地   ：東京都千代田区有楽町 1−10−1 

電話番号   ：03-6869-0104 

URL   ：http://connectit.co.jp/ 

設立   ：2014 年 7 月 31 日 

資本金   ：1,000 万円 

出資比率   ：株式会社アイ・ファクトリー100％ 

代表取締役  ：飯野 法志 

事業内容   ：インタラクティブ・クリエイティブ業務、システム開発業務、CRM業務 

 

 

■サービスに関するお客様からのお問い合わせ先 「ネットで年賀状」事務局 

 電話   ：0570-025133 ＊受付時間 10:00 から 18:00 まで（土日・祝日を除く） 

 E-mail   ：contact@net-nengajo.jp 

 URL   ：https://net-nengajo.jp/ 

 

 

 
【プレスリリースに関する報道関係者様のお問い合わせ先】 

広報事務局 ブルーカレント・ジャパン（株） 担当：成清（なりきよ）/ 森本 / 古川（TV 担当） 
TEL：03-6204-4141 / FAX：03-6204-4142 

Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com 


