
吉祥寺ねこ祭り 2016 公式リーフレット

発行：2016年 9月　　表紙イラスト：かねだしの
協力：むさしの地域猫の会 /ねこ祭りボランティアスタッフ
主催：吉祥寺ねこ祭り実行委員会　　企画：Metro Design Lab.

吉祥寺ねこ祭りとは・・・
２００９年 ハーモニカ横丁にあった横丁ギャラリーの「ねこだらけ展」が“ねこ祭り”の発祥。
2010 年 10 月より『むさしの地域猫の会』や地域の店舗と協力し、以降毎年 10月に開催される恒例
の“地域密着型イベント”へと発展しました。全国の猫好きさんたちに楽しんでもらいながら、同時
に地域猫のためのチャリティーイベントとして、また、猫をキーワードにした地域活性化、人と猫が
共生する街づくりの一助になることを目的として、今後も活動の幅を広げていけたら幸いです。
このリーフレットを片手に今年も吉祥寺のねこ巡りを楽しんでくださいね！
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ねこ祭りスタンプラリー
期間中、スタンプラリー参加店で５００円以上のお買い物をするとそのお店のスタンプ
がもらえます。6個集めて景品1個、１2個で2個目の景品がもらえます。集めたら景品
交換所マーク 　    の店舗で景品をゲットしよう！　※景品交換は引換店舗の営業スケジュ
ールに準じます。 ※各店舗番号の欄にスタンプを押してもらって下さい。
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藤村女子
中学・高等学校 NIKE

東急

第一ホテル

コピス吉祥寺

ヨドバシカメラ

吉祥寺図書館

キラリナ吉祥寺

店内猫づくし！

吉祥寺シアター

公園 松井外科病院
勝又木材

SEIYU
永谷

レンガ館

三鷹の森
ジブリ美術館日本で初めて人工授精による繁殖に

成功した『アムールヤマネコ』に会える！

戦後はじめて来日したゾウのはな子。１９４
７年生まれで日本最高齢だったが2016年
5月26日69歳で生涯の幕を閉じた。

映画館

駐輪場
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パルコ

紀ノ国屋

ギャラリーアトリエ
Kurragömma クラヨンマ

アート・雑貨

カフェ・レストラン・飲食

ペットグッズ・セミナー他

イベント・ワークショップ他
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器と道具 つみ草

sorahug
八月の空
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猫カフェきゃりこ

LOVE ME SHOP

インキューブ

ソラZENON

わちふぃーるど
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猫の譲渡会
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アート・雑貨 カフェ・レストラン ペットグッズ・セミナー・その他参加店舗一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
期間限定“ねこコーナー”

○吉祥寺本町2-18-15 ○0422-27-5933
○営業時間 12:00～20:00　○無休

marble SUD
ウエア・雑貨・アクセサリー

5

限定ねこ缶バッジ、ねこモ
チーフのウエアや雑貨など
を販売する"ねこコーナー"
を期間限定でオープン！

ドスガトス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２匹の猫という意味のスペイン料理店。 
猫モチーフのインテリアも楽しんで。

○吉祥寺本町2-34-10 ○0422-22-9830
○毎週月曜・第三火曜/月曜祭日の場合は月曜営業、翌日
○Lunch12:00～14:00LO
　Dinner17:30～22:00LO・日祭日は21:30LO

28

猫の写メ提示でハーブティーサービス

スペイン料理レストラン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『猫の雑貨展』

○吉祥寺南町2-20-3 ○0422-24-9585
○営業時間 12:00～20:00　○月曜・火曜定休

器と道具 つみ草
日本各地の手仕事の道具を紹介

◇10/1（土）～10/30（日）

1

手拭いや郷土玩具など猫
モノの雑貨を販売。ねこ祭
り限定シリーズもあります！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アニバーサリーフェア開催中！

○吉祥寺本町1-2-4  ○0422-29-7472
○11:00～20:00　○無休 

2

店舗誕生月につきリーフレ
ットご提示で店内全品定
価より10%OFF！（※セール品
は除外・他サービスとの併用は不可）

HIKOSEN CARA
ダイヤ街のねこグッズ店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小さな猫雑貨店

○吉祥寺本町1-1-4  ○0422-27-5764
○木曜定休 ○営業時間11:00～19:00 

3 マルルゾロ
路地裏猫雑貨

ハーモニカ横丁にある
一坪の小さな猫雑貨
店。個性的なねこが
いっぱいです！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご来店の方にポストカード２枚プレゼント

○吉祥寺本町1-8-2 2F
○0422-27-2117
○10:00～22:00　○期間中無休

猫カフェ きゃりこ26
北口に移転してリニューアル！

15種類25匹の猫達が
お待ちしております。ド
リンク券もプレゼント。

ソイビーンファーム
みそ販売＆料理専門店

31

○吉祥寺本町2-15-2 ○0422-21-0272
○営業時間11:30～22:00

1日限定20食！人間用“スペシャルねこまんま”

32 Bar AOTETSU
大人の静かなバー

○吉祥寺南町1-5-11 3F ○0422-48-5776
○営業時間19:00～翌3:00　○水曜定休

猫のラベルワインをご用意しております

チラシ持参の方に猫モ
チーフ雑貨・猫用品
10%OFF!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺A館4F
○0422-27-2612 ○無休
○営業時間 10:00～21:00

necosekai19

ネコ専門店！珍しいネコ雑貨も豊富

ねこ専門セレクトショップ

ねこ祭りのイラストや飼
い猫の写真を使って、オリ
ジナルTシャツがその場
で作れます！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町2-2-17 7F　○0422-28-0160
○無休　○営業時間 10:00～21:00

ユニクロ吉祥寺20

オリジナルねこTシャツ

その場で猫Tシャツが作れる

ねこ祭りチラシをお見
せ頂いた方に猫用品
20%OFF!（※フードなど一部
対象外あり）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町3-8-11 ○0422-20-1711
○期間中無休 ○ 10:30～19:30（最終日17:00迄）

22

吉祥寺最大級の品揃え！

Moppy&Nana
犬猫フード＆グッズ専門店

『木工房さかい』が手
がける組み木猫の時
計など、雑貨も充実！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○三鷹市下連雀3-1-25　○0422-48-2015
○木曜定休　○営業時間 10:00～19:00

23

猫のフードや玩具、雑貨が充実

トリミング・ペットホテル・フード・グッズ

CORE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

羊毛フェルト・ビーズ作品
の展示、販売とワークショ
ップ。（※3日間のみオープン）

15 吉ねこ会
ギャラリー永谷

「吉ねこ大騒ぎ♪♯4」
◇10/28（金）～10/30（日）

○吉祥寺本町1-20-1永谷シティプラザ1F
○10:30～19:00（初日13:00～ 最終日17:00迄）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺南町1-7-1 丸井3F ○0422-79-6551
○営業時間 10:30～20:00  ○期間中無休

雑貨館インキューブ
丸井吉祥寺にある生活雑貨店

8

揃う雑貨は文具から化粧品
まで！期間中は猫モチーフ
の文具、ぬいぐるみ、猫耳カ
チューシャなどが揃います。

店内ねこグッズ大集合！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこと動物展

○武蔵野市西久保3-8-1 ○12:00～19:00（最終日18:00迄）
○0422-55-4167  ○月・火＆10/19（水）・20(木)休み

14

東京ほか日本中の作家による猫を中心とし
た作品の展示販売。ギャラリーの中は、毎年
ねこと動物たちで賑わいを見せている。

DOMOANES (ども～んず)
ギャラリー＆カフェ

◇9/30（金）～10/30（日）

スタンプラリー 期間中スタンプラリー参加店で５００円以上のお買い物でスタンプ1個。集めた数に応じて景品をゲット！
　　　　　　　　　　　　　　　　スタンプは裏表紙の枠に順番に押していってもらってニャン（ΦωΦ）zマークのお店で景品交換できます。

8

○吉祥寺本町2-13-14-3Ｆ ○0422-23-5503
○不定休 ○営業時間 10:00～21:00

Cat Caféてまりのおうち27
不思議なネコの森でティータイム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時間制限なし！ 絵本の世界が広がる猫カフェ
本格的なカフェメニュー
が100種類以上♪     と合計
で1万円以上お買い上げの方に
オリジナル缶バッチプレゼント！

10中村倫也、中川大志
ほか人気キャストが

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺PARCO 7F
○0422-21-8111 ○営業時間 10:00～21:00

25

俳優×猫、癒し時間。

写真展「ねこ男子」
吉祥寺PARCO 7F

多数出演。2016年注目の俳優と可愛い猫との
癒しの写真展。

◇10/14(金)～31(月)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ダヤンと一緒に♪ねこ祭り

○吉祥寺南町1-17-9 ○0422-40-5524
○無休 ○営業時間 11：00～20：00

7

サンプルSALE、店舗限定
商品販売のほか、お買い上
げのお客様にはダヤンの
ミニポスターをプレゼント！

わちふぃーるど
吉祥寺ラシカノイ店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
様々なジャンルの作家のねこ展

○吉祥寺本町2-15-1-2F  ○0422-22-8812
○営業時間 12:00～19:00  ○11.18.25(火)休み

mono gallery
作家のこだわりが見える「物」のギャラリー

4

絵画・陶芸・木彫による猫作品展
西 誠人(木彫) 中出 武彦(木彫) はら かおり
(陶器)  萩原 朋子(陶器) 重松 忠道(陶器)     
樹乃かに(絵画)　藤井啓太郎（壁掛時計）

◇10/7（金）～10/31（月）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『多田すみえ猫展』

○吉祥寺本町2-4-14 ○0422-21-2350
○営業時間 12:00～18:00（最終日16:00)

Gallery K
吉祥寺第一ホテル内のギャラリー

◇10/13（木）～10/18（火）

6

猫の油絵を展示・販売
小さな猫グッズもあります。猫写真から
油絵にするオーダーも承ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時計の裏蓋に“ねこ”刻印！

○吉祥寺本町4-13-15 ○0422-77-0086
○営業時間 13:00～19:00　○火・水曜定休

atelier coin
手作り時計 アトリエshop

13

期間中500円でねこor足跡の
刻印を時計の裏蓋に施します ！ 
（刻印代は全額募金）＊取扱商品
は時計、リング、古道具など。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニャンコプレイマット＆にゃんこサイダー

○吉祥寺本町1-9-10 4F ○0422-23-2652
○営業時間 12:00～20:00

フルコンプ
トレーディングカード専門店

11

食事の時などにも使える
多目的マット！数量限定販
売だニャン！ねこ祭りグッズ
やニャンコサイダーもあり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
短足猫“みるく”が宝物を集めた雑貨屋さん

○吉祥寺本町2-16-17-3F ○0422-27-6229
○不定休 ○営業時間 10:00～21:00

10

中はまるで絵本の世界…。
みるくが集めたとびきりか
わいい猫や森のアイテム
がいっぱい！

とことこ雑貨店
不思議なネコの森でお買いもの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「猫と愛しの動物達」

○三鷹市井の頭4-3-17 
○0422-26-7507　○火曜定休 
○11:00～18:00 （初日13時・最終日17時迄）

17 Art Space 水 音  みずのおと
森の中に佇む静寂な空間

猫を描いて評判の三人展
おおらいえみこ/田端麻子/平澤重信

◇10/1（土）～10/10（月）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
猫ハグ展

○吉祥寺本町4-14-3-102  ○070-4087-3020 
○12:00～19:00　○定休日：月曜（10/31）

16

猫を抱いたり、猫に抱かれ
たり…。猫との暮らしの中
で生まれた猫飼い作家た
ちの猫雑貨を展示販売！

展示室 八月の空
中道通りのアトリエスペースsorahug

◇10/25日(火）～11/6（日）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町1-1-4 ハモニカ横丁
チャレンジマルシェ  ○営業時間 11：00～19：00

◇10/8（土）～10/14（金）

12

小説にエッセイ、絵本、写真
集など様々な猫本の古本市。
和やオリジナルの猫雑貨も！

ママ猫の古本やさん
～と仲間たちによる～

第3回  猫の雑貨と古本市

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『101ばんめのねこがくる』

○吉祥寺南町1-21-4 ○0422-43-1750
○営業時間 11:00～18:00（最終日17時まで）

GALLERY KAI
井の頭公園を臨む蔵ギャラリー

◇10/20（木）～10/25（火）

9

「ねこ切り絵」(誠文堂新光
社刊)も話題の、きりえ作家・
高木亮の個展。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コーヒー・ねこ雑貨 「LOVE ME SHOP」

○吉祥寺南町2-1-3 アトレ本館1F ○無休 
○0422-22-1401 ○10:00～21:00

18 一般社団法人LOVE & Co. 
アトレ吉祥寺1F食品売場4番街

LOVE ME SHOP でお買い物し
てヒトも犬猫もハッピーに!売上
は犬猫の保護等に活用されます。

◇10/16（日）～31（月）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこ祭り限定メニュー&ねこのアート展

○吉祥寺南町1-9-9 吉祥寺じぞうビル6F
○0422-41-8188  ○11:00～24:00

ソラZENON29
吉祥寺の絶景CAFE&BAR

またたびカクテル（ジュース＆
アルコール）数量限定販売。

◇10/1（土）～10/31（月）

ねこ祭りマグネット プレゼント!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこ祭り限定メニュー＆ねこのアート展

○吉祥寺南町2-11-3 ○0422-29-0711
○11:00～24:00 / Lunch:11:00～15:00

CAFE ZENON30
マンガ×アート×カフェ

ねこマシュマロコーヒー
セット（数量限定）販売も。

◇10/1（土）～10/31（月）

ねこ祭りマグネット プレゼント!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町2-1-25 7F
○0422-79-5070 ○営業時間 10:00～22:00

啓文堂書店 吉祥寺店24

猫本フェア ＆ ブクブク交換会

キラリナ京王吉祥寺 7F

岩合光昭さん最新ねこ写真集
『ネコへの恋文』（日経ＢＰ社）
をご購入のお客様にオリジナ
ルクリアファイルをプレゼント!!

★ 岩合光昭さん 『ネコへの恋文』 購入特典 ★

「うちのタマ知りませんか？」
「魔女の宅急便」 世代を超え
て愛されるキャラクターの専門店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺6F  ○無休　
○0422-29-2150　○営業時間 10:00～21:00

キャラパーク21

ねこキャラグッズフェア開催！

コピス吉祥寺 6F

◇10/1（土）～23（日）



山中翔之郎・深川裕子 絵画写真展
「野の猫・街の猫」

10/23（日）リアル猫ヘッドアートプロジェクト

10/22（土）・23（日）

猫好きに大好評の「猫をかぶって猫になる！」
リアル猫ヘッドアートプロジェクトが今年も
吉祥寺ねこ祭りにやってくる！楽器持ち込み
の方は参加費無料。
時間 :13:00～15:30  参加費 :￥500

日本羊毛アート学園 巡回展

開園時間：9:30～17:00（入園16:00迄）
休園日：月曜日（祝日の場合は翌日）
入園料：一般 400円 （小学生以下無料）

動物園（本園）でアムールヤマネコの
「ダイチ」と「ユズキ」に会おう！

10/1（土）～10/31（月）

EVENT & WORKSHOP  　NecoFES 2016 10/1SAT. ̶10/31MON. 

10/8（土）・9（日）

所要時間：約1時間
ご予約・お問い合せ： 
☎ 0422-21-8290

ネコレジン手作り教室

コピス吉祥寺

六本木国立新美術館、上野東京都美術館と各地で
大好評の日本羊毛アート学園の傑作作品巡回展。

10/7（金）～

fafa吉祥寺限定品が登場！
クッションカバー2,700円（税込）

他～ 売切次第終了予定

ネコちゃん柄カバーリングセット販売

10/1（土）~16（日）

コピス館内の様々な場所に「うちのタ
マ知りませんか？」のタマなど色々な
ねこが登場！？ねこの写真を撮影し「#
コピスねこさがし」を記入してtwitter
にアップ！抽選で3名様にステキなグッ
ズをプレゼントいたします。

★コピスでねこさがし！

10/15（土）・16（日）
かわいいタマがコピスにやってきます。タマと一緒に写真を撮ろう！
※カメラはご持参ください。

★「うちのタマ知りませんか？」 のタマがコピスにやってくる！

館内にあるタマのフォトスポットの前でタマたちと一緒に記念撮影しよう！
★「うちのタマ 知りませんか？」 フォトスポット

その他、風船プレゼントなどイベントがもりだくさん！
※ 各イベントの詳細はコピス吉祥寺ホームページにてご確認ください。
※ イベント内容は予告なく変更または中止になる場合がございます。　

5F 連絡通路 アートギャラリー

A館3F fafa （フェフェ） A館4F パーツクラブ

A館2F イベントスペース

A館1F ウッドデッキこもれび

ねこ祭りコラボ企画！　「うちのタマ知りませんか？」

10/1（土）～23（日）
「うちのタマ知りませんか」・
「魔女の宅急便」の雑貨販売

A館6F キャラパーク A館4F ネコセカイ

猫用品・雑貨店内全品10％OFF！
10/1（土）～31（月）

会計時こちらのリーフ
レットをお見せ下さい。
※仔猫生体・特価品は除くねこキャラアイテム多数登場予定！

当日参加OK

CAFE ZENON30

B館6・7Ｆ ジュンク堂書店

10/1（土）～31（月）『ねこ好き書店員がおすすめする ねこ本フェア』 キラリナ京王吉祥寺C

10/8（土）14:00～16:00
猫の本 交換会（ブクブク交換会）
（ブクブク交換会の観覧は予約不要です）
詳細・予約：ねこ祭りHPイベント予約フォームにて申込ください。

7F 啓文堂書店

イベント 要予約

10/1（土）~31（月）猫本フェア

要予約

焼きたてパンとピザ、手作りサンドイッチが自慢の、
京王沿線密着のベーカリーショップでねこ祭り限定
「ねこパン」を販売！　○カフェスペース有り
○吉祥寺駅南口1F  ○営業時間  7:00～22:00  

1F ベーカリー＆カフェ ルパ

10/1（土）~31（月）ねこパン 販売

4Ｆ キラリナ広場

10/ 9（日）・10（月祝）
ユザワヤ＆ルートート＆アヤノコウジ
ねこアイテム特別販売＆ワークショップ
ユザワヤ（8・9Ｆ）＆ルートートギャラリー（2Ｆ）
＆アヤノコウジ（2Ｆ）による猫アイテムの特別
販売&ワークショップを開催！

当日参加OK

猫本フェア開催！さらに岩合光昭さん『ネコへの恋
文』購入の方には猫クリアファイルプレゼント！

アトレ吉祥寺アトレ吉祥寺D
アトレ1F 食品売場4番街

10/16（日）～31（月）
コーヒー＆ねこ雑貨 「LOVE ME SHOP」
売上は犬猫の保護等に活用されます。○営業時間 10:00～21:00

ユニクロ吉祥寺20

10/1（土）・2（日） 13:30～18:00
講師：かねだしの（イラストレーター）
切り貼り絵でマイにゃんこを作ろう！
色んな色紙を切って貼って、自分だけの猫ちゃんを
作りましょう。型紙があるのでどなたでも可愛く作れ
ます。パーツを選んで並べて“我が家の猫ちゃん”も
再現してみてくださいね！出来上がった作品はお持ち
帰りいただけます。費用：500円 ※UT制作費は別途

10/22（土）・23（日） 11:00～16:00
講師：おおたよりこ（画家）
あなたを“ゆる猫”に描きます
猫好き画家のおおたよりこ氏があなたの自画像を
“ゆる猫”風に描きます！所要時間30分
費用：1000円　 ※UT制作費は別途　

当日参加OK当日参加OK

1Ｆ 中道通り沿い入り口

10/17（月）～31（月）
むさしの地域猫の会 

『ウチのコ写真展』

10/16（日）に開催の「むさしのネコのためのチャリティーマルシェ」
で展示する自慢の「うちの子」たちの写真をユニクロ吉祥寺１Fにて
展示いたします。可愛い自慢のネコちゃんたちを見に来てね！

アトレ本館２F セントラルコート

10/1（土）~10（月）ねこ祭りMAP特大パネル展示

猫には目に見えない「何か」が見えている？思索
的な佇まい。暗闇で光る瞳。猫の不思議さにワク
ワクしてみませんか？

ソラ ZENONソラ ZENON29

「ヲカシナネコ」  
小林三枝子 ＆ hit2neo

ねこマシュマロ コーヒーセット

「ひそむもの」 小沢竜也 猫写真展

またたびカクテル（ジュース＆アルコール）

10/1（土）~31（月）

ユニクロ 7Ｆ

10/1（土）～31（月）
UTme!  ねこ祭りオリジナルTシャツ作り

ワークショップで描いたイラストや貼り絵作品もTシャツにできますよ！

飼い猫の写真やねこ祭り期間限定スタンプを
使って自分だけのTシャツを作ろう！

○店頭でTシャツを購入しご参加ください  大人 1 ,990円（税別） 子供 1,790円（税別）
○問合せ: 0422-28-0160 （ユニクロ吉祥寺店）

数量限定
数量限定

ねこ祭りマグネット プレゼント!
ねこ祭り限定メニュー

ねこのアート展示 10/1（土）~31（月）ねこのアート展示

ねこ祭り限定メニュー

ねこの写真とイラストの２人展。

ねこ祭り限定メニューご注文の方に「ねこ祭りマグネット」
プレゼント！（CAFE ZENON/ソラZENON共通。数に限りがあります。）

かわいいねこと肉球マシュマロを使った限定
メニュー。見ても食べても癒されますよ！

ねこ祭りマグネット プレゼント!

ユニクロ 7Ｆユニクロ 7Ｆ

「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」
「吉祥寺ねこ祭りイラスト」

限定スタンプ

期間限定ショップ

吉祥寺パルコB

雑誌「ねこ」100号 Anniversary
10/1（土）~30（日）

井の頭自然文化園E
山中翔之郎（絵画）・深川裕子（写真） の2人展。
東京の屋外に生きる猫の姿 ̶̶ 「野に、街に」逞しく
息づく猫たちの姿を絵画と写真で描きだします。

B２F パルコブックセンター

ネコパブリッシングが発行する雑誌「ねこ」のアニバーサリーイベント

ねこものスマホケース10/1（土）~30（日）
B２F KEORA KEORA POPUP SHOP

ねこのiPhoneケースなどねこをモチーフにしたアイテムが人気のブランド。

吉猫商店 ＆ 猫のダヤン
10/14（土）~30（日）

7F 特設会場

リサラーソン マイキーショップ
スウェーデンを代表する陶芸家,Lisa Larson(リサラーソン)と娘のヨハ
ンナが生み出した猫の“マイキー”。そのグッズが揃う期間限定ショップ。

PECO neko館

いろんな猫グッズが大集合!

国内最大級のペットメディア“PECO”がプロ
デュースするネコイベント。ネコ雑貨を専門に扱

10/14（土）~30（日）

写真展「ねこ男子」
中村倫也、中川大志ほか人気キャストが多数出演。2016年注目の
俳優と可愛い猫との癒しの写真展。入場無料。

7F イベントスペース

7F 特設会場

うセレクトショップPEKOMAなどネコをテーマにしたイベント盛りだくさん！

Kurragömma クラヨンマF
workshop & マルシェ 10/22（日）・23（月）
『うちの猫 そっくりブローチ作り』
○各日13:00～15:00 ○所用時間60分 ○費用1300円（税込）

『アーティストたちのネコ作品 ＆ ネコ雑貨販売マルシェ』
○自由観覧・入場無料  ○ OPEN: 11:00～17:30

こ

当日参加OK

24 1819

25
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むさしの地域猫の会

猫の譲渡会  at  カフェゼノン特設会場G

〈お願い〉譲渡は先着順ではありません。末永く猫を飼っていただくため、
その場では猫をお渡しせず家庭環境などお聞きして、後日、希望家庭にお届けします。 問合せ：musashinocat@gmail.com

10/30（日） 13:00～15:00

「猫を飼いたい！」または「猫を飼ってみたい！」と考えているかたに猫をお譲りします。

「吉祥寺ねこ祭り」期間中、
「むさしの地域猫の会」への募金箱設置
を行なっています。募金は地域猫活動の

資金に充てられます。

Cat Cafe てまりのおうち27

猫だらけ上映会 『こねこ』 10/28（金） 19:00～21:30
不思議な森の空間で、猫たちに囲まれながら
夜の映画上映会をお楽しみ頂けます。
■ 上映作品「こねこ」
■ 開場 19:00 開映20：00  (21:30上映終了)
■ 物販：猫のおもちゃ・グッズ・ドリンク等
　上映前には猫との自由なふれあいタイムや猫

チケット料金：3,500円 (1ドリンク付 /税込）
（１）店頭：Cat Cafeてまりのおうち
（２）インターネット：「ART Walkネットストア」10/27（木）21時まで販売予定
       （銀行振込のみ対応・チケットは当日引き換え）  ※チケット売り切れ次第販売終了

猫の譲渡会G

愛がいっぱい ! 猫がいっぱい ! これぞネコ
映画の決定版 ! モスクワの大都会に迷い込
んだ「こねこ」と猫の仲間たちの冒険のもの
がたり。ボリショイサーカスの猫調教師クズ
ネツォフと芸達者な猫たちの、本物で自然
な演技は必見。子供も大人も楽しめる傑作。
監督：イワン・ポポフ
84分 /1999 年 /ロシア /配給 :ロシア映画社 /
© ロシア映画社

猫の写真講座 「猫をかわいく撮ろう！」 
10/1（土） 10:00～11:30

プロの写真家が、猫たちのかわいい撮り方を伝授!
初級～中級編 ○参加費： おひとり4,320円（税込）　○講  師：写真家 ミゾタユキ

○定　員：３０名  ○予約方法：店頭またはねこ祭りHP予約フォーム
○持ち物：SD カード（必須）・デジタルカメラ ※Nikon D5500 の貸出
も有り（数に限りあり）予約時にカメラ貸出の希望をお伝えください。

「猫好きのための写真講座」 
10/29（土） 10:00～12:00

猫好きの写真家による、撮影講座。
カメラはコンデジでも一眼でも
iPhone でも OK! いつものカメラで

初級編

日　時：2016 年 10 月29 日（土）
時　間：開場 10:00  ～ 12:00
参加費： おひとり3,500円（税込）　　     定　員：25名
講　師：写真家 伴貞良（ばん さだよし）
予約方法：ねこ祭りHP予約フォームまたは店頭にてスタッ
フにお申し付け下さい

ちょっと上手に撮れるコツ、習得してみませんか？

猫カフェ きゃりこ26

協賛：株式会社ニコンイメージングジャパン

のおもちゃお試し会もありますよ！

武蔵野市と協働で活動しているボランティア団体。人と猫が快適に
共存できる街づくりを目標に様々な活動に取り組んでいます。

10/1（土）～31（月）　伴 貞良「ねこ写真展」店内にて開催！

※スマートフォンを使って脱走した猫の位置情報を特定する
サービスです。
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吉祥寺ねこ祭り2016  イベントカレンダー ※各店舗の営業時間・定休日は店舗ページでご確認ください イベント・ワークショップ　　　　　店舗キャンペーン等　　　　　アート・展示

全
期
間
実
施
店

10/1～31         器と道具 つみ草  ② HIKOSEN CARA  ③ マルルゾロ   ⑤ marble SUD   ⑦ わちふぃーるど  ⑧  インキューブ   ⑩ とことこ雑貨店   ⑪ フルコンプ   ⑬ atelier coin   22 moppy & nana   23 core  C  啓文堂書店

10/1～31  　    猫カフェきゃりこ        Cat Cafeてまりのおうち       ドスガトス（スペイン料理）　　  ソラZENON        CAFE ZENON　　　ソイビーンファーム　　　BAR AOTETSU         ルパ（ねこパン販売）

「うちのタマ知りませんか？」コピスでねこ探し！＆館内フォトスポット 10/1~16

「日本羊毛アート学園巡回展」

リアル猫ヘッドアートプロジェクト
猫カフェねこだらけ上映会
映画「こねこ」

10/1～31　　　「山中翔之郎・深川裕子 絵画写真展「野の猫・街の猫」　　　 「ヲカシナネコ」小林三枝子＆hit2neoイラスト＆ 写真展　　  「ひそむもの」小沢竜也 猫写真展

パルコ 愛♡猫祭10/1~30　 B2Fパルコブックセンター “季刊誌「ねこ」100 Memorial Issue” /  KEORA KEORA POPUP SHOP
10/14~30　 　　  写真展「ねこ男子」  / PECO NECO館 /吉猫商店＆猫のダヤン /リサ・ラーソン マイキーショップ

10/1～31　　　 ユニクロ UTme! ねこ祭りオリジナルTシャツ作り限定スタンプ「うちのタマ知りませんか？」「吉祥寺ねこ祭りイラスト」

「ウチの子写真展」10/17～31 

ママ猫の古本屋　ハモニカ横丁チャレンジマルシェ

10/16 むさしの猫のマルシェ

「ねこ展」10/7～31 ※11.18.25(火)休み

「猫と愛しの動物達」10/1～10 ※定休：4(火)休み 「多田すみえ猫展」

「ねこハグ展」10/25～11/6（日） ※31(月)休み

「ねこと動物展」9/30～10/31　※月火定休、 19(水 )-20(木 )

WS「うちの猫 そっくりブローチ作り」

WS「切貼絵でマイニャンコを作ろう！」

コピスにタマがやって来る！「ネコレジン手作り教室」
WS「あなたをゆる猫に描きます」

猫の写真講座「猫をかわいく撮ろう！」

むさしの地域猫の会「猫の譲渡会」

「猫好きのための写真教室」

「吉ねこ会＃4」きりえ作家 高木亮「101ばんめのねこがくる」

「ねこアイテム特別販売＆ワークショプ」

猫本の交換会「ブクブク交換会」

コーヒー・ねこ雑貨「LOVE ME SHOP」

ねこキャラグッズフェア「うちのタマ知りませんか？」「魔女の宅急便」10/1~23

（土） （月）2016
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