（有）
籐芸
Mio トング ブチ、
トラ

肉球付きの可愛らしいねこのトングです。
［参考上代］¥993（税込）

東6-T51-20

（株）
ドン・ヒラノ
ポケットネコ文庫判ブックカバー

猫型のしおり紐がポケットに収納出来ます。

［参考上代］本体¥1,404
（税込）

東6-T50-11

ねこたま®
IllustratorRingo LONDONCAT ノートカバー

LONDONCATデザインのノートカバー
［参考上代］¥3,900（税込）

（株）
陶和
にゃんころ ティーバッグ

カップにひっかけて楽しむティーバッグ。
［参考上代］¥120（税込）

東5-T47-12

（有）
ナガオ
スプーン・フォーク

いろいろな表情のネコがいます。
［参考上代］¥324（税込）

東6-T52-17

ハマニ化成
（株）
ボックスティッシュカバー イエローキャッツ

ＢＯＸティッシュが可愛いインテリアに変身
［参考上代］¥2,916（税込）

TRICK OR TREAT
スエードタッセルキャットピアス

ネコの表情を細かく表現。全7種。
［参考上代］¥2,592（税込）

東8-MC-105

日本緑茶センター
（株）
キャットカフェ
（アールグレイ）

オシャレねこ達のねこ型ティーバッグ紅茶
［参考上代］¥540（税込）

MC-03 ホット＆アイスショルダーピロー

程良い重み＋香りで心も体もリラックス。
［参考上代］¥2,160（税込）

（株）
水鳥工業

（株）
ミルク

mizutori SENSE スウィング くろねこ KT-19

はんcatch
（にゃんキャッチ）

［参考上代］¥12,744（税込）

24種の刺繍の猫がハンカチをホールド！

［参考上代］¥1,944（税込）

ねこたま がま口ミニバッグ

［参考上代］¥4,900（税込）

木tch（コッチ）ブローチ

クルミ材を天然塗料で仕上げたブローチです
［参考上代］¥918（税込）

東4-T32-16

（株）山越
アニマルボイスふせん ネコ

ネコ達があなたに代わってお話しします♪
［参考上代］¥378（税込）

東4-T35-37

東7-T58-06

東4-T32-16

（株）
ユー・エス・エス

（株）
ラドンナ

（株）
リュウコドウ

（株）わちふぃーるど（革工房わちふぃーるど）

PET18-S2-WH/BK

ちぎり和紙大きな猫のかお

レトロブルーラインマグ

洒落ぱん

［参考上代］¥756（税込）

キュートな表情が楽しいミニフォトフレーム
［参考上代］¥1,620（税込）

大きな猫のお面が、
シュールです

［参考上代］¥2,376（税込）

大 人 を タ ー ゲ ッ ト に し た 、暮 ら し の 中 の ね こ 雑 貨 を 集 め ま す 。

和風なのに洋風な不思議ながま口バッグ。

東1-T08-13

3年間長期保存が可能な美味しいパンの缶詰

ねこ雑貨集めます!!2

ねこたま®

（株）
フォーオン

（有）
ポタリングキャット
［参考上代］¥486（税込）

東5-T47-45

（株）
バンクール

東1-T04-19

歩きやすい下駄、
ねこ柄鼻緒。色違い有。

［参考上代］¥1,080（税込）

東3-T19-36

東1-T05-40

読書をする猫たちの表情が可愛いしおりです

T-568 ねこタイマー

しっぽに輪ゴムがかけられ、立てて使える

東5-T44-20

東3-T19-36

ポタリングキャット
「ブックマーカー」

（株）
ドリテック

軽くて割れない合成樹脂製。ホーロー風のレトロなデザイン。

［参考上代］¥1,296（税込）

2016年秋に開催した企画イベント「ねこ雑貨集めます！」では、
数多くのねこ雑貨が会場を埋め尽くし、流行に敏感なバイヤーたちから注目を集めました。
そこで、第２回目となる本企画展では、さらに個性豊かでクオリティの高い
ねこ雑貨をピックアップ。使い勝手やデザインに優れ、
大人のねこ好きたちも大満足のカワイイねこ雑貨を展示いたします。
今だ衰える兆しのない“ねこブーム”。雑貨界も大いに“ねこ”で盛りあがりましょう！

西4-T05-40

東4-T34-28

東1-T06-27

RIDDLE DSIGN BANK
マネキドットネコ

会津地方で作られる張り子。

［参考上代］¥ 1,620（税込）

今回コーディネートいただきました
RIDDLE DESIGN BANKの商品も
掲載させていただきます。

東2-T18-37

東京ビッグサイト東4ホール

ねこ雑貨集めます!!2
東 京ビッグサイト東4ホール
アクシア・プランニング
（株）
箸置き、
帯留、
根付、
ブローチ

「水牛角、
貝」
を材にｵﾘｼﾞﾅﾙ製作。
［参考上代］¥1,000（税込）

東5-T39-39

UN TROIS CINQ（ヒサゴ）
マスク＆ティッシュケース

抗菌仕様のマスク＆ティッシュケースです。

［参考上代］¥540（税込）

AGURU
The index

各ページにインデックスが付いているノート
［参考上代］¥1,080（税込）

東2AV01

石川紙業
（株）
和紙貼り陶器人形招き猫
（小）

瀬戸焼と美濃和紙のコラボ！日本製手づくり
［参考上代］¥2,484（税込）

東1-T07-12

東1-T10-07

（株）
イナダ商事

（株）
上尾製菓

ねこたまリール付きパスケース

リール付きなのでバックに付けて使えます
［参考上代］¥2,160（税込）

ねこもにゃか

最中の中には可愛い和菓子が♪
［参考上代］¥1,080（税込）

東6-T50-20

東3-T28-京都03

（株）
ABC商会

（株）
ABC商会

三毛猫珈琲本舗 カフェインレス井戸端ブレンド

マドラー式のカフェインレスコーヒーバッグ
［参考上代］¥540（税込）

三毛猫珈琲本舗 陽だまりオーガニックブレンド

有機栽培豆のマドラー式コーヒーバッグ。
［参考上代］¥540（税込）

（株）
アルタ
ネコ消し

かわいいネコが消しゴムに！よく消えます！

［参考上代］¥300（税込）

［参考上代］¥1,296（税込）

東5-T47-20

ウェルビー
（株）
キャップコップ

ペットボトルにぴったりはまるコップ
［参考上代］¥292（税込）

東7-T67-74

エーワイ
LOQI エコバッグ Cats (SC.CA)

コンパクトに持ち歩けて大きく使える
［参考上代］¥1,080（税込）

東5-T40-35

（株）
柿沼人形

（有）
ガーグル

（有）
金照堂

［参考上代］¥10,800（税込）

東3-T05-40

payback cat

ガーグルで得意のネコアクセサリーです
［参考上代］¥3,600（税込）

東7-T58-01

［参考上代］¥980（税込）

（株）井助商店

東2-T16-02

江戸木目込 招き猫 レザー（エナメル）

陶器珪藻土コースターneko

珪藻土生まれの陶器のネコ柄コースター。

（株）
イシダ

東2-T16-02

伝統技法で製作した新感覚
「招き猫」
です。

＆NE

東6-T54-45

会津手書き蒔絵

地の盃 小春びより

有田焼創業400年で作られた地の盃の一つ
［参考上代］¥3,780（税込）

東4-T30-03

コスメポーチ

同じ柄で文具の展開もございます。

［参考上代］¥1,944（税込）

東1-T09-08

東1-T02-18

おやすみ猫 黒 23㎝

GreenFlash

漆まめさら

漆ならではの色合いで表現しました。
［参考上代］¥2,700（税込）

東4-T29-23

SIS
（株）
アニマル加湿器

アロマも使える丸くて可愛い超音波加湿器。
［参考上代］¥5,500（税込）

東2-T10-30

（株）
エム・ワイ・エス
アニマルキッチンタイマー

ネコのシルエット型キッチンスケール
［参考上代］¥1,472（税込）

東7-T60-75

Quaint Design
ＮＲ-20 ブックカバー文庫本 kraft
文庫本サイズのブックカバーです。

［参考上代］¥1,728（税込）

東8-MC-031

国際ディスプレイ工業（株）
てのりねこ

太陽電池で手招きし続けるてのりサイズの猫

［参考上代］¥1,080（税込）

東1-T09-43

シーウエーブ
（株）
猫の脱臭剤

炭・シリカゲルでできたボード型脱臭剤
［参考上代］¥300（１枚）
（税込）

東7-T69-68

スパイス
Comfy Cozy ボアブランケット キャット

立体感のあるネコ柄のボアブランケット
［参考上代］¥3,780（税込）

東4-T35-18

SO-Q STYLE
ネコ HAND SOAP/ ネコ CUP/ ネコ Brush holder
用途に応じたネコのイラスト

［参考上代］¥1,600/¥800/¥600（税込）

東5-T45-35

（株）
チャーリー
リトルキャットバブルバス＆ボディウォッシュ
お風呂が楽しくなる猫型ボトルのバブルバス

［参考上代］Sサイズ：¥302,Lサイズ：¥648（税込）

東5-T46-09

ハキハキ工房（株）クレオ スリッパ
親子お揃い国産スリッパ〜キャッツシリーズ

縫製も資材も国産、本物の国産ネコスリッパ

［参考上代］子供用18/22ｃｍ：￥1,490、母親用Fitｻｲｽﾞ：\1,944（税込）

東5-T39-36

三代目板金屋
かんざし浮世絵 国芳の猫（岡部） 他５種あり

浮世絵から躍り出た猫達がかんざしに。
［参考上代］¥12,960（税込）

東4SME-29

ジムマスター
ネコスマホポーチ

スマホを入れたままで操作出来ます

［参考上代］¥3,780（税込）

東8-SL-10

（株）
セラミック藍
わんぱく猫ボールMIKE

お鍋の取鉢として最適な猫型ボール
［参考上代］¥648（税込）

東5-T43-41

たて かよこ
ねこ三兄弟プラバンブローチ

プラバンを縮めて絵付けした一点物ブローチ
［参考上代］¥2,592（税込）

東2AV25

thuthu appetizing accessories
とびつきねこ

つける角度によって飛びつき具合が違います

［参考上代］¥2,160（税込）

東8-FA-05

（株）
くろちく
ねこらんまん メガネケース

小さくたたんで、収納できるメガネケース。
［参考上代］¥1,512（税込）

東5-T44-35

コンプレックス ぬいぐるみ ねこぜぇ
猫背がコンプレックスのねこぜぇ！

［参考上代］¥1,620（税込）

東1-T07-35

GEAR ネコシリーズ

鳴き声とライトが光るキーホルダー
［参考上代］¥853（税込）

東1-T09-03

漆塗箸

［参考上代］¥9,720（税込）

シー・ウィズ・シャプラニール
ジュートバッグ ねこ

自然素材で作られたフェアトレード商品です

［参考上代］¥1,000（税込）

東4W-24

（株）
シームーン

創作漆器

猫杖 ＡＮ-03

可愛いだけじゃなく使い易さ満載猫ステッキ

東7-T70-53

（株）
サンライズ

KEY

ケイ・ホスピア
（株）

スタイルオブリビング（バネッサ・ミーガン）
neco-lab Cup&Saucer

猫のイラスト入りカップ＆ソーサー。
［参考上代］3個セットで¥12,000（税込）

東4WO-34

瑾齋

猫足跡銀蒔絵

猫の足跡を銀の磨き蒔絵で箸に描いた物
［参考上代］¥7,560（税込）

SO-Q STYLE
ネコ DETERGENT BOX(S,M,L) / ネコ WET WIPES BOX
球体洗剤、
ウェットティッシュの容器

［参考上代］¥1,300〜¥1,700（税込）

東4-T30-16

東5-T45-35

（株）
丹後蔵

（有）
たんぽぽ

京の芋焼酎「いもにゃん」22度

「こまねこ」が呼んでる京都の芋焼酎
［参考上代］¥1,544（税込）

東3-T28-京都023

T'S COLLECTION
ねこの両手マグネット

ねこの両手でカードを挟むこともできます。
［参考上代］¥756（税込）

東6-T56-29

お尻マグネット 三毛猫

お尻にマグネットが付いています。
［参考上代］¥432（税込）

東2-T10-44

David Howell社
ブックマーク

世界の美術館御用達MADE IN NY

［参考上代］¥2,052（税込）

東1-T09-15

