
素敵な作品や雑貨、そして喫茶を楽しみながら、猫の幸せのお手伝いしませんか？
参加店で猫にまつわる作品やグッズなど、対象商品をお買い上げ頂くと、猫の保護活動、野良猫不妊手術基金への寄付になるチャリティーイベントです！
●参加店設置の募金箱、売上からのご寄付お届け先は岩手、宮城の猫保護活動、そして「cat＆dog＆me 飼い主のいない猫不妊手術基金」となります。

こちらは猫好き商店街でございます！　軒を連ねてはおりませんが 、
　　猫を思う気持ちで隣り合い、ゆるく暖かく繋がっております◎

リヒト

L i c h t
お洋服と服飾雑貨のお店

【6にんのねこ】
画家と作家6名による猫にまつわるあれこれを展示販売致します。

おくりものや　saji　瀬川はるひ
チバヒヨリ 　畑山園枝　わたなべ ゆうな
【irutoco イルトコ】　秋田県秋田市
良質な旬の材料を使った“からだが喜ぶ”焼き菓子各種
【喫茶チンパンジー】　秋田県男鹿市
ゆるねこイラスト入りの深煎り珈琲ドリップパック
【肉球印のLUCKY SOCKS】(数量限定)
丈夫で履き心地良い靴下をチャリティー価格にて販売
open12:00 ～ 18:00
会期中休業日／月曜・火曜
岩手県盛岡市大沢川原3丁目1-17
電話 019-681-3734
Instagram  @licht_morioka

@morioka
shop only

会期  2月10日(金) - 23日(木祝)

【 猫のポストカード展 】
いろんな作家のいろんな猫のポストカードを販売します。
ポストカードだらけの展示をお楽しみください。
●詳細はブログ「ひめくり日記」やSNSでご覧ください。

営業時間　10：30～18：30
定休日　木曜＋第1・第3水曜
盛岡市紺屋町4-8
電話 019-681-7475 
HP  http://himekuri-morioka.com/
Instagram　@himekurimorioka

ショップ スペース                      
shop+space
ひめくり
「地場のもの」「紙にまつわるもの」のお店

@morioka
shop only

会期  2月3日(金) - 2２日(水) web販売開始　2月14日(火)19時～ 
『ねこの月、佳日◎樋口佳絵展』
猫たちのいる日々は毎日が良い日。2015年よりcartaで続
けてきた、樋口佳絵さんが描く猫にまつわる絵の小さな個
展。今年もオンラインストアにて開催です。ずっと愛でてい
たくなるような猫たちの絵。どうぞお楽しみくださいませ。

◎2月12日（日）13日（月）11:00-17:00
webストアのプレオープンとして、桜山の自家焙煎珈琲 
六月の鹿を会場に、実際に樋口さんの絵をご覧いただ
けます。cartaのコーヒーもテイクアウトでご用意します。
お散歩がてらいかがですか。

HP http://kissa-carta.com
web shop https://kissa-carta.stores.jp
Instagram @kissa_carta

カルタ

carta
web store

  会期  2月14日(火) - 23日(木祝)

@morioka
online store

会期  2月2日(木) - 22日(水)
web販売開始　2月2日(木)～

『cat!cat!cat! in 紺屋町』
新作を含めた、6jumbopinsデザインの猫モチーフ
商品が期間中22%オフとなります。

営業時間  12:00~19:00 
定休日／不定休
盛岡市紺屋町3-7
電話 080-3338-9569
web shop https://6jumbopins.stores.jp/
Instagram　＠6jumbopins

シックス　 ジャンボピン

６jumbopins
オリジナルTシャツのお店

@morioka
shop  / online store

@sendai
shop 

猫にまつわる商品を揃えた、【Fête du chat】を開催！
作家作品によるアクセサリーやインテリア小物を販
売します。10日(金)からは、アーティスト金子潤さんの
個展 【 JUNKANEKO EXHIBITION 】も開催 ！

open 11:00ー20:00　(L.O.～19:00)
※9日(木)、16日(木)は定休日、最終日23日(木祝)は営業致します。
仙台市青葉区一番町一丁目6-22 シャンボール 一番町1階
電話 022-302-6881
HP cafecyan.jimdofree.com
Instagram @cafecyan
※当喫茶店内には猫が居ます。予めご了承下さい。
※展示観覧のみのご利用の場合は
　募金箱への寄付をお願い申し上げます。

ボタニカルアイテム＆カフェシアン

Botanicalitem&café
CYAN 
カフェ＆ギャラリー

＊詳細はeventpageをご覧下さい

会期  2月3日(金) - 23日(木祝)

アートと雑貨　ココチ

art*zacca coco-chi
生活雑貨やアーティスト作品などのお店

@sendai 
shop / online store

各分野の作家さんたちによる
アートな猫たちの絵画や雑貨の展示販売
●越後しの（絵画）●菅野麻衣子（絵画）
●コナミンタル（ブローチ・きんちゃく・ぶらさがり）
●佐々木洋子（イラスト・布小物）●nuinuimu（布小物）
●もわもわ＊びより（羊毛）  他、数作家によるアート作品
●中川和寿（絵画・音）
  同ビル4Fギャラリー「OTOTOE」にて関連展示販売
open11:30～19:00
定休日／毎週月曜日
仙台市青葉区一番町1-5-31MIGNON一番町2F
電話 022-707-1688
HP  http://cocochida.blog101.fc2.com/
web shop https://coco-chi.stores.jp
instagram @cocochida

会期  2月２日(木) - 23日(木祝)
作家による、猫をモチーフにした作品を
展示販売いたします。
●アトリエPOPPO(金属）　モビール、壁飾り、アクセサリー
●こぎんmameco  こぎん刺し肉球柄サコッシュ
●フジワラメグミ(革）チャーム
●米澤知世(イラスト）水彩画、ポストカード
●Sweets Spice Asano　猫型クッキー
●村田亜希（陶）猫絵付け陶器 （会期途中納品）
open11:00 - 18:00 （土日祭日～17：00）
定休日／毎週火曜日
仙台市青葉区一番町１丁目 11-27
電話 022-221-7117
HP  https://shoparbre.com
web shop  https://galeriearbre.shop-pro.jp
Instagram  @galerie_arbre
 

ギャルリ　アルブル

galerie arbre
手作りの器と手仕事の雑貨のお店

@sendai
shop / online store

会期  2月２日(木) - 23日(木祝)
『松下さちこ個展』
会期  2月10日(金) - 23日(木祝)
期間中、アフリカの猫かごなどの猫にまつわる雑
貨の販売を致します。 また、1Fギャラリースペース
にて松下さちこさんの猫を中心とした作品の展
示販売をさせて頂きます。
　　　　　＊詳細はeventpageをご覧下さい

open12:00 - 18:00
定休日／火曜日、水曜日
仙台市青葉区支倉町2-5 第二支倉SOCO
電話 022-215-6380
HP http://www.hygge-sendai.com
Instagram　＠hyggesendai

ヒュッゲ

HYGGE
アンティークの家具と雑貨のお店

@sendai
shop / online store

会期  2月２日(木) - 23日(木祝)

『Kae Higuchi NEKO exhibition』
　ドローイングや版画などを含む猫グッズの展示販売。
【猫グッズ・猫雑貨の販売】
　猫モチーフの小物や、キャットシェルフ、猫時計まで！
　猫好きさんにはたまらない猫グッズが大集合♪
【イベント期間限定の特別メニュー】
　「FLATWHITE COFFEE FACTORY」にて、
　猫をモチーフにした特別メニューを提供予定。

open 10:00-18:00　定休日／なし
仙台市若林区荒井東１丁目２－７ イグーネ荒井
電話  022-762-5520
HP https://igoone.jp/ 
Instagram @igoone.arai

     イグーネ　アライ

IGOONE ARAI
木立ちのなかで見つける、暮らしのごほうび

@sendai
shop only

会期  2月２日(木) - 23日(木祝)

book cafe 
火星の庭
カフェのある古本屋

『ふさふさもこもこの丘』 
猫の顔や頭、背中をなでるのはお互いに気持ちがいい。
猫好きの人たちが猫の毛みたいな”ふさふさもこもこ"し
たものをつくって展示販売します。お気に入りの"ふさふさ
もこもこ"を探してまったりしてみませんか。

open 11:00～18:00
定休日／火曜・水曜
仙台市青葉区本町1-14-30 ラポール錦町1F
tel 022-716-5335  
HP  http://kaseinoniwa.com
web shop https://kasei003.stores.jp/
twitter @kaseinoniwa

会期  2月２日(木) - 23日(木祝)

@sendai 
shop / online store

会期  2月9日(木) - 23日(木祝)
web 販売開始　2月16日(木)19時～
猫と犬のチャリティー作品展

『第４回  にがつのねこといぬ』
招待作家＋公募の作家による猫と犬をテーマ・モチーフに
した作品を店舗及びオンラインショップで展示販売します。
                 ＊詳細はeventpageをご覧下さい

open11:00 - 19:30（日曜、祝日は17:00まで）
定休日／月曜日
仙台市青葉区大手町6-22 久光ビル1階
電話 022-398-6413
HP www.turn-around.jp/
web shop https://shop.turn-around.jp/
Instagram　＠galleryturnaround

ターンアラウンド

TURNAROUND
ギャラリー&カフェ

@sendai
shop / online store

会期  2月18日(土) - 23日(木祝)
cat＆dog＆me marché
アトリエを会場にのんびり楽しいマルシェを開催。

●atelier lafour 
●いわもとあきこ × にしおゆき
●ootomo miyuki  ●ペンギン文庫  
●MUGUET   ●Björk   ●樋口佳絵
●cat＆dog＆meオリジナルグッズ   他

　　　　＊詳細はeventpageをご確認ください。
営業日時はInstagramにてご確認下さい。
仙台市若林区文化町7-33
電話 022-286-5766 
web shop https://muguet05.stores.jp/
Instagram @m_uguet

ミュゲ

MUGUET
四季を感じる植物に出会えるshop兼アトリエ

@sendai
shop only

cat＆dog＆me企画展

AKI OYANAGI exhibition
岩手在住の作家 大柳 暁さんの陶芸作品展を開催。
可愛く、愛嬌がありながら伝統的な絵柄のような重厚
な気配も感じる素敵な絵皿の展示販売です。
美味しい珈琲とともに、是非お楽しみ下さい。
（web販売は、cat&dog&me store でのお取り扱いです。）

＊詳細はeventpageをご覧下さい

open12:00 - 19:30（L.O. ～19:00）
定休日／毎週水曜日
仙台市青葉区本町2-10-5 1F
電話 022-397-6603
HP http://damo.lomo.jp
Instagram　＠damokaffeehaus

ダモ　コーヒー　ハウス

DAMO
KAFFEE HAUS
自家焙煎珈琲と立ち飲みのお店

@sendai
shop / online store

会期  2月３日(金) - 23日(木祝)

web 販売開始　2月18日(土)19時～

cat＆dog＆meのオリジナルグッズを販売する
期間限定オンラインショップです。
●Cat Bank !
●cat＆dog＆meオリジナルフレーム  他
ショップに何が並ぶかは…どうぞお楽しみに◎

cat＆dog＆me事務局
HP http://cat-dog-me.org
web shop https://catanddogandme.stores.jp
Instagram　＠cat_dog_me_org

キャット&ドッグ&ミー　ストア

cat＆dog＆me
store
cat＆dog＆me事務局

@sendai
online store

『Chubby』  水沢そら原画展 
イラストレーター・水沢そらさん初の漫画作品集『ちゃっ
くん』（東南西北kiken）の発売を記念し原画の展示を
いたします。 2021年、18歳で天国へおさんぽに出かけ
た愛猫・チャビーとのさりげない日常と思い出。
書籍以外に、ちゃっくんの柄のハンカチやマグカップ、
一筆箋、サコッシュなどのグッズも並びます。

＊詳細はeventpageをご覧下さい

open12:00 - 18:00
定休日／月火水（祝日の場合は営業）
仙台市青葉区花京院2-1-40南側
（お問合せはwebshopまで）
web shop https://button-sendai.stores.jp
Instagram　@button_sendai

ボ タ ン
5坪のちいさな本屋

@sendai
shop / online store

会期  2月２日(木) - 23日(木祝)

今回、ご縁とタイミングが合い、cat!cat!cat!に参加頂きます。
会場ではcat＆dog＆meオリジナルグッズ、樋口佳絵小品や
グッズなどをチャリティー展として開催いただきます。
こちらの会場では、売り上げの一部と、募金箱のご寄付を
地元、香川県の猫活動にもお届け予定です。
会期後の2月17～26日には、aoi doorさん恒例猫企画
「花園ねこ展」の開催が予定されています、そちらもぜひ！

open11:00 - 18:00
定休日／木 （祝日の場合は営業）
香川県高松市花園町3-7-17
電話 087-880-3665
HP https://aoidoor.com
Instagram　@aoidoor

@kagawa    shop
gallery&shop 
aoi door  アオイ ドア
会期  2月3日(金) - 15日(水)

cat!cat!cat! satellite   

◎募金箱は～２３日まで会場にございます。

cat!cat!cat! 
show-ten-gai
web 
https://cat-dog-me.org
参加全店舗のリンクとご案内

satellite 
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