
吉祥寺ねこ祭り 2018 公式パンフレット
発行：2018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.

毎年 10 月に開催される恒例の“地域密着型イベント”吉祥寺ねこ祭りは今年で 9年目！

全国の猫好きさんたち街を楽しんでもらいながら、地域猫のためのチャリティーイベン

トとして、また人と猫が共生する街づくりの一助になることを目的に活動しています。

このリーフレットを片手に、ぜひ今年も吉祥寺のねこ巡りを楽しんで下さい！
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ねこまつりスタンプラリー
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各店名入りスタンプ
がもらえます。3個・6個・１２個集めるとそれぞれ吉祥寺ねこ祭りオリジナルグッズ
をプレゼント。 さらに、42 店全てのスタンプゲットした方にはスペシャルプレゼント
をご用意しています。ぜひチャレンジしてみてね！！
※景品は　　  のマークのお店でお渡しします（各店舗の営業時間に準じます）
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看板猫ちゃんたちがお出迎え。
今年は譲渡会も開催！
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10/27-28 「ヤマネコ祭」
井の頭自然文化園 （動物園）
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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・映画館・その他参加店舗一覧

ねこ祭りを記念して猫映
画を10日間に渡って大特
集！新作も上映予定。

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

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

○吉祥寺本町1-8-15　○0422-27-2472
○営業時間 10:00～22:00＊上映作品によって変更あり

ココマルシアター28

にゃんこ映画祭を開催！

2017 年オープンした映画館

◇10/22（月）～10/31（水）

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。

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

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

○吉祥寺南町2-20-3 ○0422-24-9585
○12:00～20:00　○月・火 定休

器と道具 つみ草
日本各地の手仕事の道具を紹介

◇10/3（水）～

1

郷土玩具を中心に猫モノ
の雑貨を販売。ねこ祭り限
定シリーズもあります！

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャンドルで肉球を作ろう！

○吉祥寺南町2-12-8  ○0422-77-9847
○11:00～19:00　○月・火・金 定休 

2

肉球オーナメントを作るキャ
ンドル教室を開催！アロマ
キャンドルのやさしい香りと
かわいい肉球に癒されます

nekonote*キャンドル
手づくりアロマキャンドル

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

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

○吉祥寺本町1-28-3 ジャルダン吉祥寺107  
○0422-27-5764　○10月中は無休
○営業時間11:00～19:00 

3 マルルゾロ
個性的な猫グッズが勢ぞろい！

雑貨はもちろん、白猫タ
ロットカード占いや、鉛筆
画の似顔絵など個性的な
イベントが目白押し！

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーダーメイドのMYねこ刺繍バッグ製作

○吉祥寺本町1-20-15#1F  
○0422-27-1030　○11:00～19:00  ○水 定休

4

大好きなMYねこをオリジナ
ルバッグへ刺繍！（写真、イラ
ストを持参下さい）ねこ祭り限
定《ミミ猫ハンカチ》も販売

ミミ刺繍
刺繍と雑貨のお店

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
猫モノ雑貨の紹介

○吉祥寺本町1-10-1 ○0422-23-6210
○10:30～21:00  ○無休

吉祥寺ロフト
日常使いからギフトアイテムが豊富に揃う

5

日々の生活を楽しくするモ
ノ・コトを発信する吉祥寺
ロフトでは各フロアで猫モ
チーフ雑貨が揃います。

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

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

○吉祥寺本町1-10-1-4F 
○0422-23-2673　○10:30～21:00　○無休

和紙の店 大直 
吉祥寺ロフト4F

6

新作の「招き猫」「招き猫カ
レンダー」や「季節のはが
き猫シリーズ」など、今年も
めでたやの猫が大集合！

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこ祭り限定グッズを販売！

○吉祥寺本町1-9-10 4F  ○0422-23-2652　
○12:00～20:00  土日祝11:00～20:00

フルコンプ
トレーディングカード専門店

7

ここでしか買えない、ねこ
祭り限定グッズを販売。
無くなり次第終了なので、
お早めに！

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

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

8

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5回  猫の雑貨と古本市

○吉祥寺本町1-1-4 ハモニカ横丁
チャレンジマルシェ  ○11:00～19:00  ○9（火）休

9 ママ猫の古本やさん
～と仲間たちによる～

小説にエッセイ、絵本、写真集な
ど猫に関わるあらゆるジャンル
の本が揃います。猫雑貨もあり！

◇10/6（土）～12（金）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
猫型お菓子とハンドメイド猫雑貨

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

10 元祖猫商 丸山商店
お買い物して猫助け！

売上の 1 割をむさしの地域猫
の会さんに寄付します。丸山商
店と猫作家8名のグループです

◇10/20（土）～26（金）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 蝉丸特別展と猫柄器

○吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺2F ○無休 
○0422-22-2024 ○10:00～21:00

11 箸ギャラリー門 
アトレ吉祥寺 2F

北鎌倉の招き猫作家・蝉丸さ
んの作品や猫柄器を販売。6～8
日は絵付けワークショップも開催！

◇10/1（月）～31（水）

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

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

○吉祥寺南町1-17-9 ○0422-40-5524
○不定休 ○11：00～20：00

15

直筆の壁絵や、お楽しみコイン
ガチャも常時設置。
店舗限定商品も販売中！

わちふぃーるど
吉祥寺ラシカノイ店

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
猫もの雑貨販売

○吉祥寺南町1-15-4 ○0422-48-2461
○11:00～20:00　○10/21～25休み

大原商店
吉祥寺の老舗雑貨店

14

主に海外で買付けた、ねこの
雑貨を店内特設コーナーにて
販売！陶器などの焼物や鋳物
など豊富に取り揃えています。

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

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

○吉祥寺南町1-7-1 丸井2F
○10：30～20：00
○0422-24-7822

13

あなたのneco気分をくすぐる
ねこ雑貨が揃っています！今
年も巨大な猫オブジェが登場！

鎌倉ねこサロン
鎌倉が本店のねこ雑貨店

今年も！巨大ねこオブジェ展示

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人気猫作家大集合

○吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺ＰＡＲＣＯ　１Ｆ公園
通り口エントランス　○10:00～21:00

17

猫用品から猫雑貨、猫デザ
インジュエリーなど吉祥寺
の街に、にゃんこ大好きク
リエイターが集まりました。

吉 猫
にゃんこ♡クリエイターズ

◇10/1（月）～10/15（月）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 ○10:00～21:00

18

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「猫本社2018」展

○吉祥寺本町2-23-1
○12:00～19:00 （初日14時～ 最終日17時迄）

19 東京羊毛猫本社
錆猫ギャラリー

等身大の羊毛フェルト
猫や雑貨を展示、販
売いたします。

◇10/3（水）～10/8（月）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ネコ吉ニャー」展

○吉祥寺本町2-23-1
○12:00～19:00 （最終日17時迄）

20 ねこきち
錆猫ギャラリー

羊毛フェルト・つまみ
細工の展示、販売を
致します。

◇10/24（水）～10/29（月）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12ヶ月のねこきりえ＋（プラス）

○吉祥寺南町1-21-4 ○0422-43-1750
○11:00～18:00

GALLERY KAI
井の頭公園を臨む蔵ギャラリー

◇10/12（金）～10/16（火）

16

きりえ画家・高木亮の新刊
『12ヶ月のねこ切り絵』で
使用された原画に新作を
加え展示します。

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オリジナルの猫時計

○吉祥寺本町2-21-10 4F ○0422-20-7335
○12:00～19:00　○日・月 定休

CRAFZ (クラフツ)
手作り時計 腕時計専門店

21

他では手に入らないオリ
ジナルデザインのネコ時
計を多数販売します。

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
猫の絵 彫ります

○吉祥寺本町4-13-15 ○0422-77-0086
○13:00～19:00　○火・水 定休、12～１7日休

atelier coin
手作り時計 アトリエshop

22

時計の裏ぶたに猫刻印
やオリジナル猫keyホル
ダーを販売！（※1個につ
き500円むさしの地域猫
の会へ募金となります）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこと動物たち展

○武蔵野市西久保3-8-1 ○12:00～19:00（最終日18:00迄）
○0422-55-4167  ○月・火休み

23

今年で10回目の企画。全国の作家達が、ねこ
と動物を題材に一点だけの作品を展示販売。

DOMOANES (ども～んず)
絵画、彫刻、陶芸、工芸などの企画展

◇10/5（金）～10/28（日）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROSINAの猫オリジナル雑貨

○三鷹市下連雀3-38-4 ○0422-38-8311
○11:00～22:00（最終日18時迄）　○30（火）休み

カフェ ハイファミリア
ギャラリースペースで猫展示！

24

作家ロジーナのキャット
モチーフ製品を日本で初
販売いたします。

◇10/29（月）～11/4（日）

3,000円以上のお買い上げ
で、人気の猫グッズが当た
るガチャポンにチャレンジ！

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

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

○吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺A館4F
○0422-27-2612 ○無休
○10:00～21:00（生体販売は20時迄）

necosekai27

人気の猫グッズが当たる抽選会！

ねこ専門セレクトショップ

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真展　ハットリくん

○三鷹市井の頭3-32-16 ○0422-48-3112
○12:00～19:00(最終日17:00迄) ○23（火）休み

キチジョウジギャラリー
井之頭公園にあるギャラリー

25

愛猫・ハットリくんと写真家
の日々 を収めた写真展。同
タイトルの写真集も販売

◇10/17（水）～10/29（月）

ねこじゃらしやおもちゃが誰
でもカンタンに作れます！
（※不定休のためOPEN日は
HPなどでお問い合わせ下さい）

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

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

○吉祥寺本町1-2-9 ○水 定休＋不定休あり
○0422-27-2767 ○13:00～17:00

chikata to Luludoll30

ねこのおもちゃ ワークショップ

ペット用品のハンドメイドレッスン

◇10/9（火）～10/30（火）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＆バッグが
その場で作れます！

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

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

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

ユニクロ吉祥寺29

オリジナルねこTシャツ

その場で猫バッグが作れる

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニッポンの猫

○吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1F ○無休 
○0422-22-1494  ○10:00～22:00

12 Nippon Department Store
アトレ吉祥寺 1F

ねこ祭りに合わせて、かわいい
猫モチーフの雑貨や食品が期
間限定でやってきます。

◇10/1（月）～31（水）

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

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

○吉祥寺本町2-4-14 ○0422-21-2350
○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

◇10/11（木）～10/16（火）

26

吉祥恬如 ねこせとら

ジャンルの違う12名の
作家が猫をテーマに作
品を制作。



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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
扉を開ければ絵本の世界が広がります

吉祥寺プティット村36
さらさら小川が流れる不思議な村

○吉祥寺本町2-33-2 ○https://petitmura.com
○不定休 ○営業時間 10:00～21:00

「Cat Cafe てまりのおしろ」
や「TEA HOUSE はっぱ」を
はじめとした、かわいいが
つまったお店がたくさん！

34 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20:00～翌3:00　○水曜定休

吉祥寺駅南口すぐの
大人の静かなバー。
限定で猫ラベルのお
酒をご用意

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
期間限定 “猫”ラベルのお酒

等身大の猫ちゃんのフ
ィギュアがいっぱい！プ
レミアムフードやおや
つも充実しています

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

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

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

33

本物！？置物！？猫・ねこ・neko

トリミング・ペットホテル・フード・グッズ

CORE

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37
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。自由
気ままなネコたちとゆっ
たりおくつろぎ頂けます。

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこ祭り限定メニュー

○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ZENON39
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）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねこ祭り限定メニュー

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

CAFE ZENON40
マンガ×アート×カフェ

ねこマシュマロコーヒー
（数量限定）を販売！

◇10/1（土）～10/31（月）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回使えるドリンクサービス券プレゼント

○吉祥寺本町1-8-2 2F
○0422-27-2117
○11:00～22:00　○期間中無休

猫カフェ きゃりこ35
吉祥寺駅北口 吉祥寺店

和風、洋風の２つのお部
屋で18種類27匹の猫達
とお待ちしております♪

38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
必見！
○吉祥寺本町2-34-10  ○0422-22-9830
○月・第三火休/月祭日の場合は翌日休　○12:00～
14:00LO　17:30～22:00LO・日祭日は21:30LO

38

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

ドスガトス

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いろねこ食パン

○吉祥寺本町2-4-14 吉祥寺第一ホテル1F
○0422-21-9817　○10:30～19:00　○無休

パティスリー「アンフィニ」41
吉祥寺第一ホテル

ネコ好きにはたまらな
い！！かわいい「いろねこ
ちゃん」が“食パン”にな
って登場★

精巧に作られた羊毛フェルトの猫たちが、ねこ祭りの
期間中、一部の参加店舗で皆さんをお出迎え！
ぜひ下記の店舗で “看板猫” を探してみてね♪

Cat Caféてまりのおうち 37

和紙の店 大直 6

器と道具 つみ草1

3 マルルゾロ
ココマルシアター27

atelier coin21

2 nekonote*キャンドル
31 Moppy&Nana
猫カフェ きゃりこ35

大原商店13

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パンフレット持参で“水曜日のネコ”割

○吉祥寺本町1-8-10　◯無休
○0422-28-4740  ○11:30～
　15:00/17:00～23:00 
 　土日祝11:30～23:00

よなよなビアワークス42
ヤッホーブルーイング公式ビアバル

ねこ祭り特別セット。ホワイトエー
ルの"水曜日のネコ"とペアリング
フードのセットを￥1,000で提供！

首輪同様、猫様に嫌がら
れがちだけど、大切な歯
磨き。猫様のデンタルケ
アグッズを一挙ご紹介。

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

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

○杉並区西荻窪3-8-9　○03-6322-6060
○月・木曜定休 ※10/8-13、20-22臨時休業

32

猫様のための歯磨き強化月間！

猫用首輪・猫雑貨のお店

ネコソダテ

Product by 東京羊毛猫本社

吉祥寺の人気パン屋さんが自慢の「ねこパン」を
限定販売！ランチやおやつはもちろん、おみやげ
にも喜ばれそうなかわいいパンが勢揃い♡

美味しくて、かわいいパンが大集合！

「黒猫ちゃん」シリーズの第２弾！
吉祥寺2店舗で限定販売！

◆アトレ店：吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺本館１F
　0422-22-1479 　10:00～21:00　両店とも無休
◆吉祥寺店：吉祥寺南町1-3-3
　0422-47-1716　8:00～22:00（月～土）、9:00～21:00（日祝 )

黒猫ちゃん

ココア生地でカスタード
クリームを包んだ猫パン

　 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺東館１F
　 0422-21-2422　7:30～22:00　無休

　 武蔵野市吉祥寺本町1-7-7
　 0422-23-8275
　 ８:30～21:00　不定休

いろねこ食パン

第一ホテルのパティシエ
特製！３色ねこ型食パン

武蔵野市吉祥寺本町2-4-14
吉祥寺第一ホテル１F
0422-21-9817　10:30～19:00　無休

ホワイトチョコ
でコーティング

猫ちゃん
ふんわり生地とカスタード
クリームの絶妙ハーモニー

ボンジュール・ボン 吉祥寺店
吉祥寺第一ホテル
パティスリー「アンフィニ」

パン工房AntenDo（アンテンドゥ）

ドンク アトレ吉祥寺店（DONQ)

カスタードクリーム
のチョコ生地パン

 白、茶、ヨモギ
３種類の味があるよ

耳とお鼻はいちご味
のメロンパン生地

猫パン

　井の頭自然文化園では長崎
　県対馬に生息する絶滅危惧
　種ツシマヤマネコの保護と
　繁殖に取り組んでいます。

　
　10 月最後の週末は「ヤマネコ祭 2018」を開催 ! 野生生物の保全に取り

　　組む各種団体の展示やワークショップなどが行われ、ツシマヤマネコや野
　生生物の保全について学べます。また、ご自身がヤマネコになれる『フェイ
　スペイント』や『おはなし会』などの楽しいイベントも盛り沢山！

◆日　時：10/27（土）・28（日）10:00 ～ 16:30
◆場　所：井の頭自然文化園 動物園（本園） 芝生広場
◆入園料：一般 400 円 中学生 150 円、65 歳以上 200 円
                （小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料、中学生は生徒証持参）

◆内　容：おはなし会・フェイスペイント・ワークショップ・ツシ
マヤマネコふわふわドーム・ヤマネコガイド等
（イベントは変更になる場合があります）

※各イベントの詳細は、井の頭自然文化園ホームページ
（東京ズーネット http://www.tokyo-zoo.net）に随時掲載

ツシマヤマネコふわふわドーム（上）
ヤマネコラーメンなどお土産も（下）

E

270円（税込）
345円（税込）

210円（税込） 350円～（税込）

猫用品が20％オフ（フード
など一部対象外あり）。1,500
円以上お買い上げでハズ
レなしのくじ引きあります！

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

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

○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）

31

吉祥寺最大級の品揃え！

Moppy&Nana
犬猫フード＆グッズ専門店 7



むさしの地域猫の会

猫の譲渡会  at  CORE

〈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

10/7（日） 13:00～15:00

「猫を飼いたい！」と考えている方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。

猫の譲渡会

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。

ユニクロ吉祥寺

猫好き画家のおおたよりこ氏が
“ゆる猫”風にあなたの飼い猫やお好きな猫を描きます！
　  30分　　1,000円モノクロ・2,000円カラー　
 ※ UTme!制作費が別途、必要となります　

当日参加OK

1Ｆ 中道通り沿い入り口10/1（月）～31（水）

羊毛フェルトで作られた等身
大の猫達をユニクロ吉祥寺店
１Fにて展示。可愛いくてリ
アルな羊毛フェルトの猫たち
をぜひ見にきてください！

ユニクロ 7Ｆ
10/1（月）～31（水）
UTme! ねこ祭りオリジナル
Tシャツ＆トートバッグ作り

○ 店頭でTシャツ・トートバッグを購入しご参加ください 
○ 問合せ: 0422-28-0160 （ユニクロ吉祥寺店）

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！

ユニクロ 7Ｆ

ユニクロ 7Ｆ

10/14（日） ・28（日） 
①10:30～ ②13:30～ 
しっぽチャーム付き
「うちのこUTme!を作ろう！」

UTme!を作成したお客様に参加いただけるワ
ークショップ。お好きな猫のしっぽチャーム
作りを体験いただけます。
 　1時間半　定員：各回10名
　 1,000円(材料費込) 
予約：ねこ祭りHP予約フォーム

当日参加OK

『東京羊毛猫本社による     
  　　羊毛フェルト猫展』 

　10/1SUN. ̶10/31TUE. EVENT & WORKSHOP  　

33

33

要予約

アトレ本館1F はなびの広場

10/1（月）~31（水）
ハロウィンねこの
フォトスポット
ねこ好き必見のフォト
スポットが期間限定で
登場！可愛いねこちゃ
んたちに囲まれてフォ
トジェニックな写真を
撮りませんか？

※はなびの広場以外にも、館内にねこのフォトスポットが数
カ所あるので是非見つけてください！

当日参加OK

ねこモチーフのお菓子、パン、お料理などを
対象のショップで限定販売！
※対象ショップ詳細はHPをチェック

吉田裕吏洋・ふかがわゆうこ 写真展 「蝦夷のねこ、東京のねこ」

10/1（月）～31（水）
こまねこフォトスポット
等身大のこまねこと写真が撮れるスポットが
期間限定で館内に登場します！
　  参加費無料

10/1（月）～31（水）

10/13（土）

野外で猫映画を特別上映します！
　  17:30～/19:00～ (各60分）
　  シート席:コピス吉祥寺の当日レシート　
　   1,000円以上 ※後方の立ち見鑑賞は無料

「こま撮りえいが こまねこ」

4F 連絡通路 アートギャラリー

コピス館内 当日参加OK

キラリナ京王吉祥寺C

10/5（金）~10（水） 11:00～19:00
「ほっかむねこ展」

何かしらかぶった猫〝ほっかむねこ〟を描
く アトリエほっかむが、吉祥寺に初出店。
 
トートバッグ、マグカップ、アクセサリーな
ど 多様なデザインと幅広いラインナップで
作家が直接販売。 どこか人間味のある珍ねこ
達に会いに来てみませんか？
http://hockam.com/

１Ｆ 南北自由通路

アトレ吉祥寺アトレ吉祥寺D吉祥寺ロフトB

10/1（月）~31（水）

「北の大地に生きる「ゆきねこ」と
家庭でのほほんと暮らす「はなね
こ」。同じ猫でありながら異なる
モチーフでそれぞれの「ねこのす
がた」を描きます。」

猫モノ雑貨の紹介

水引細工のワークショップ
水引で作る“ねこ”

4F 大直 

当日参加OK

日々の生活を楽しくするモノ・コトを
発信する吉祥寺ロフトでは各フロア
で猫モチーフ雑貨が揃います。

10/7（日）

コピス吉祥寺

A館4F ネコセカイ

猫雑貨2点以上で猫雑貨のみ5％OFF
10/1（月）～31（水）

※仔猫生体・特価品は除く

人気の猫アイテムをゲット! 3,000円（税込）以上
お買い上げでお1人様1回チャレンジ頂けます。

ガチャポンチャレンジ

　①11:00～ 12:00  ②14:00～15:00 
　 1080円（税込）  
　  ご予約:0422-23-2673

ハーモニカ横丁ハーモニカ横丁
吉祥寺名物の朝市10月は猫モノが並ぶ
予定。ここでしか買えない猫雑貨や食べ
物に出会えるかも！？

10/21（日） 7:00~10:00
“ハーモニカ横丁朝市”
（毎月第３日曜日開催・小雨決行）

10/20（土）~31（水）
ねこメニューを期間限定販売！

アトレ内対象店舗

A館3F 吉祥空園 sora

アトレ本館２F セントラルコート

10/6（土）~8（月） 当日参加OK

造形作家 蝉丸 「招き猫」 絵付けワークショップ

ご予約：箸ギャラリー門
TEL：0422-22-2024
　 11:00～16:00  　 1,404円～

予約優先

北鎌倉に拠点を構える人気の猫造形作
家、蝉丸氏による絵付けワークショッ
プを3日間限定で開催！

箸ギャラリー門11

6

（写真はイメージです）

29

講師：東京羊毛猫本社

10/6（土） 10/7（日）
10/13（土）10/21（日）
 12:00～17:00
あなたをゆる猫風に＆
あなたの飼い猫・好きな猫
イラストに描きます
講師：おおたよりこ（画家）

10/15（月）～31（水）
「ウチのこ写真展」

10/1（月）～31（水）
ユニクロ吉祥寺 店内猫探し「猫のかくれんぼ」
ユニクロ吉祥寺店内に東京羊毛猫本社制作の猫達が隠れています。
全て探し出した人には、ねこ祭りオリジナルグッズを“もれなく”
プレゼント！詳しくは館内チラシでご確認下さい。

当日参加OK 1Ｆ ～7F店内

初心者も大歓迎！小学生低学年のお子様は保護者の方とご参加下さい

©TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

https://event.atre.co.jp/kichijoji/halloween18/

＊詳細は「にゃんこ映画祭」ページをご確認ください

野外上映会

8 9



10/13(土) 野外上映会 「こま撮りえいが こまねこ」

チケット料金
シート席：コピス吉祥寺の当日お買い上げレシート1000円につき1名
　　　　  ※小学生未満は無料
　　　　  ※先着順（40席限定） 【 ①・②入れ替え制となります】
後方立見観覧：シート席後方で立ち見観覧される方は無料です
※雨天時は10/14（日）に順延となります

■ 上映作品：「こま撮りえいが こまねこ」
■ 開場 ①17:00　 開映 17:30（終了予定 18:30）
　 開場 ②19:00　 開映 19:30（終了予定 20:30）
■ 場所：コピス吉祥寺 Ａ館 3F「吉祥空園 sora」
　　　　  　　　　　　　　       （P3 ＭＡP 　　 ）
■ アクセス：吉祥寺駅北口より徒歩 2分

　at コピス吉祥寺A館 3F　吉祥空園 sora

A

10/26（金） 猫だらけ上映会

冷徹にリストラを実行する人事部長が捨
て猫を拾ったら…。故・大杉漣演じる堅
物な人事部長・鬼塚太郎。子猫との出会
いにより、彼の人生が少しずつ変化して
いく様をコミカルに描く。
監督：大森美香
85 分 / 2008 年 /  配給：AMGエンタテインメント
©「ネコナデ」製作委員会

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：「劇場版 ネコナデ」
■入場 19:30 開映 20：30  (22:00 終了予定 )
■場所：Cat Caféてまりのおうち  (P3 MAP 　　)
　　　   武蔵野市吉祥寺本町 2-13-14 3F
■アクセス：吉祥寺駅北口より徒歩５分

チケット料金：3,500円 (1ドリンク付）
（１）店頭購入：Cat Cafeてまりのおうち
（２）インターネット購入：「ART Walkネットストア」10/25（木）まで販売
       （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
【当日券がある場合は、会場にて午前１０時より販売いたします】

37

at  Cat Cafe てまりのおうち

ＮＨＫの人気キャラクター“どーもくん”の
生みの親、合田経郎監督が手がけた人形
アニメーション。ものづくりが大好きなこね
この女の子”こまちゃん”を主人公にした
ほのぼのショートストーリー５編。
監督：合田 経郎
60分 /日本 /2006 年 / 配給：アルバトロス
©TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

今年の「にゃんこ映画祭」は野外・猫カフェ・ 　　映画館の３ヶ所で上映！ みんなで猫映画を楽しもう♪

「劇場版 ネコナデ」

猫 侍

10/22(月)～31(水)　にゃんこ映画祭

時は幕末。かつては百人斬りと恐れられた
ものの今や貧乏浪人となり果てた班目久太
郎の元に、暗殺の依頼が舞い込む。ターゲッ
トは敵対する一家の親分・・・ではなく、
親分が飼っている猫だった。
監督：山口義高 /主演 : 北村一輝
100分/日本/2014年/配給:AMGエンタテインメント
©2014「猫侍」製作委員会

■ 場所：ココマルシアター　　　 ■ アクセス:吉祥寺駅北口より徒歩5分
■ 各作品の上映スケジュールはP.12-13参照ください

★前売りチケット★ ご購入はこちら

映画鑑賞券には
オリジナルグッズを
プレゼント！

チケット料金（１作品）
前売券：１,5００円 / 当日券：一般 1,5００円 ／小人 1,0００円  （3-12歳） ／学生・シニア：
1,100円　ドリンクお土産付き　※収益の一部はむさしの地域猫の会への募金に当てられます。

こねこ

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ものが
たり。子供も大人も楽しめる、吉祥寺にゃん
こ映画祭イチオシの傑作。
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 侍　南の島へ行く

前作『猫侍』の続編。剣術指南役の仕事
の話を受けた浪人・班目久太郎が、愛猫・
玉之丞を連れて土佐へと向かう姿を描く。玉
之丞の他、黒猫のヤムヤムが登場！主演の
北村一輝は本作では脚本も担当。
監督：渡辺武 /主演 : 北村一輝
85分 /日本 /2015 年 / 配給：AMGエンタテインメント
©2015「続・猫侍」製作委員会

atココマルシアター

インサイド・ルーヴィン・ディビス
コーエン監督が 60 年代に
ボブ・ディランらとともに
ニューヨークで活躍したデ
イヴ・ヴァン・ロンクをモ
デルに描く感動の音楽ドラ
マ。才能はあるが売れな
いフォーク・シンガーが猫
を相棒に繰り広げる流浪
の日々 を描く。

監督：ジョエル・コーエン / イーサン・コーエン / 104 分 / アメリカ・フラ
ンス /  2013 年 / 配給：ロングライド  ©2012 Long Strange Trip LLC

＊注 先生と迷い猫
カタブツでヘンクツな校長
先生と、亡き妻が可愛かっ
ていた一匹の三毛猫。猫
が教えてくれる、街と人と、
夫婦の愛のお話。
イッセー尾形 9 年ぶりの
主演作。共演は染谷将太、
北乃きい、ピエール瀧他、
実力ある個性豊かな面々。

監督：深川栄洋 / 107 分 / 日本 /2015 年 / 配給：クロックワークス　
©2015「先生と迷い猫」製作委員会

メン・イン・キャット
オレ様社長が猫になっ
ちゃった !?　『メン・イン・
ブラック』シリーズなどの
バリー・ソネンフェルドが
監督を務めたコメディー。
猫に変身してしまった大企
業の社長の衝撃的な猫ラ
イフを、ユーモアたっぷり
に描き出す。

監督：バリー・ソネンフェルド/87 分 /フランス ,中国 /2016 年 /
配給：アスミック・エース ©2016 - EUROPACORP - All rights reserved

猫が教えてくれたこと
古くから猫の街として知ら
れるトルコ・イスタンブー
ル。この街に住まう人 と々
猫の幸せな関係をとらえ
たドキュメンタリー。まる
で猫と会話をしているよう
に通じあう人と猫とのあた
たかな交流を優しく見つめ
た物語。

監督：ジェイダ・トルン /79 分 /トルコ /2016 年 / 配給：アンプラグド　
© 2016 Nine Cats LLC

28

■ 前売券：（１）ココマルシター店頭（２）ねこ祭りホームページにて販売
■ 当日券：直接ココマルシアター受付窓口にてお求めください。
■ お問い合せ　　 info@necofes.com 　TEL：0422-24-9727（ねこ祭り実行委員会)

＊注  「インサイド・ルーヴィン・ディビス」のみ上映期間・チケット販売方法等が異なります
【上映期間】10/20～11/2  場所：ココマルシアター１F   販売：劇場フロントにて直接お求めください

1110



猫が教えてくれたこと

開場 14:50   開映 15:00

メン・イン・キャット

開場 19:20   開映 19:30

先生と迷い猫

開場 12:50   開映 13:00

先生と迷い猫

開場 14:50   開映 15:00 開場 19:20   開映 19:30開場 12:50   開映 13:00

こねこ（吹替）

開場 12:50   開映 13:00

こまねこ

開場 14:50   開映 15:00 開場 19:20   開映 19:30開場 10:50   開映 11:00

先生と迷い猫

開場 14:50   開映 15:00 開場 19:20   開映 19:30開場 12:50   開映 13:00

開場 12:50   開映 13:00

先生と迷い猫

開場 14:50   開映 15:00開場 10:50   開映 11:00

23
日
（火）

24
日
（水）

25
日
（木）

26
日
（金）

27
日
（土）

28
日
（日）

29
日
（月）

30
日
（火）

31
日
（水）

猫 侍

開場 14:50   開映 15:00

猫侍 南の島へ行く

開場 19:20   開映 19:30

こねこ（字幕）

開場 12:50   開映 13:00

メン・イン・キャット

開場 12:50   開映 13:00

こねこ（吹替）

開場 10:50   開映 11:00

開場 14:50   開映 15:00

こねこ（字幕）

開場 19:20   開映 19:30

猫 侍

開場 12:50   開映 13:00

猫 侍

開場 12:50   開映 13:00 開場 14:50   開映 15:00 開場 19:20   開映 19:30開場 10:50   開映 11:00

猫 侍

開場 14:50   開映 15:00 開場 19:20   開映 19:30

こねこ（字幕）

開場 12:50   開映 13:00

猫が教えてくれたこと メン・イン・キャット

先生と迷い猫 猫が教えてくれたこと

猫が教えてくれたこと メン・イン・キャット

メン・イン・キャット 猫が教えてくれたこと

猫が教えてくれたこと メン・イン・キャット猫侍 南の島へ行く

猫 侍
南の島へ行く

猫侍 南の島へ行く

劇場版 ネコナデ

開場 19:30   開映 20:30

こま撮りえいが
こまねこ

開場 17:00   開映 17:30

開場 19:00   開映 19:30

コピス吉祥寺
野外上映会

てまりのおうち
猫だらけ上映会

13
日
（土）

22
日
（月）

26
日
（金）

コ
コ
マ
ル
シ
ア
タ
ー

こま撮りえいが
こまねこ

《上映後》
トークショー 合田経郎監督 

場所：ココマルシアター3Fカフェスペース
白黒1,000円/カラー2,000円（要ワンドリンク)

10/27
（土）

本編上映後14:00～14:３０
登壇:合田経郎監督 

18:00～19:00
チャリティーイベント
登壇: 中沢芽衣子監督、他

短編ドキュメンタリー「のらねこの
いない街」の上映と、作品にまつわ
る方々らによるトークイベント

今だから語れる「こま取り映画
こまねこ」の制作秘話を合田監
督に伺います

10/28
（日）

10/27（土）28（日）  12:00-17:00
猫好き画家のおおたよりこがあなた
の自画像を“ゆる猫”風に描きます！

のらねこのいない街
＋トークイベント

開場 17:30   開映 18:00

吉祥寺ねこ祭り2018  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

上映スケジュール

全
期
間
実
施
店

10/1～31　　　吉田裕吏洋・ふかがわゆうこ 写真展 「蝦夷のねこ、東京のねこ」/こまねこフォトスポット
10/1~31　 　   猫モノ雑貨紹介

10/1～31　　　 オリジナルTシャツ＆バッグが作れるUTme! 「ねこ祭り限定オリジナルスタンプ」

東京羊毛猫本社「猫本社2018展」

「ネコと動物展」　※月火定休

ねこきち「ネコ吉にゃー展」10/24～29

きりえ作家 高木亮「12ヶ月のねこきりえ」

「招き猫 絵付けワークショプ」

10/1～31　　　 「東京羊毛猫本社 羊毛フェルト猫展」/店内猫探し「猫のかくれんぼ」　　　 　

10/27-28「ヤマネコ祭」
               (井の頭動物園)

「ほっかむねこ展」 期間限定ショップ 
　　　　　　　　　　　　　（南北自由通路）

「吉祥恬如 ねこせとら」

猫カフェで猫映画 上映会「ネコナデ」

10/1~31　 　   秋のねこパン祭

「ハンドメイドねこじゃらしを作ろう」　※水曜定休＋不定休あり

E

10/15～31「ウチのコ写真展」29 29

6～7日WS「あなたをゆる猫に描きます①」

29

WS「あなたをゆる猫に描きます②」 WS「あなたをゆる猫に描きます③」

野外映画「こまねこ」上映会

WS「水引で作るねこ」

10/1～31　　　 ハロウィンねこのフォトスポット
10/20～31「ねこメニュー限定販売」

10/21「ハーモニカ朝市」
むさしの地域猫の会「猫の譲渡会」

「ママ猫の古本屋」 ハーモニカ横丁チャレンジマルシェ※9日休 「元祖猫商」 ハーモニカ横丁チャレンジマルシェ

「吉猫～人気猫作家大集合～」10/1～15

ROSSINAの猫雑貨
10/29～11/4 ※30休

「にゃんこ映画祭」10/22～31

23

29

9

B

1719

16

37

29

WS「しっぽチャームを作ろう①」 「しっぽチャーム②」29

6

11

C 26

30

29 29

D
D

33

10

17 写真展「ハットリくん」 ※23休25

24

28 WS「あなたをゆる猫に描きます」10/28・2928

期
間
限
定
・
ス
ポ
ッ
ト
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◇ 株式会社Cat Labo
◇ Moppy & Nana
◇ 株式会社ねこのてカンパニー
◇ CRAFZ
◇ マルルゾロ
◇ 協 力 : むさしの地域猫の会

               井の頭自然文化園 動物園

（月） （水）2018
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