
「乗ってく？」 リッキー 不機嫌なジト目（むにこ） ペロッ！
「コロナで集会に行けないなー」

キルア

僕より早く虹を渡ったお兄ちゃん
とハノンくん 仲良し（大吉（猫）・チョコ（犬）） ドロボー猫！？

抱きつくにゃん（地域猫のぽん
太）

「会話」とらお ベイブレードとキキ 威風堂々(つむぎ)
畠山家のアイドル、スコティッシュ

フォールドの【まる】

私の大事な宝物 物思い(2号くん) 「必殺!愛の眼差し」 福 80年代アイドル

お届け物で～す はにかむ(いとちゃん) マタタビに酔うおれ／虎之介 日向ぼっこでへそ天  ( だい)



マルス
ぴったりにゃ  (そら(茶白)&うみ

(キジトラ)) 「見つめる先は・・・？」ラキ 『遊ぼうにゃ～』 うみゃこ

「SMILE」しろか 「ネコヨガ〜」らん ハロウィン王子（レオン） 奇跡の一枚 ララ＆キキ

9月23日18歳の誕生日にゃよ♪   
(アムロ) しょんぼり ノア

「ゲーミングチェア大好き猫」茶
太郎 眠り猫

「おすまし」グリ 仲良くカメラ目線 かまってにゃ(レオンハルト ) まん丸 メイ雑種5歳

｢サビ猫の魅力を伝えたい」 ここ
あ 「ニュースキャスター」朔太郎 「ピクニック中」リちゃん

「手作りねこちぐらでまったり
にゃ」はぐ



『夏バテ』 トト 「構ってちゃん」 リアン 新商品らしいにゃ♪ よっこいしょ(てんてん)

「ステイホーム」マロン
【実家のイケ猫（イケメン猫）】

なな 「明日も晴れるかな？」 りん 「４歳の誕生日」ティア

私もテレワーク中 (福) 「おねだり中」カイザー
「ほら！ぼく、身長伸びたよ！」

ジュウニ 「ゆめのなか」 ごま

のんびりんこ(ダン)
ん？そろそろオヤツの時間

ニャ！(カルア)
「背伸びして待つ夏」金山コロ

ネ 「日除けモフモフ」シュガー

｢おともだちと夢の中｣みかん 「足癖悪すぎッ! 」 パトラ 「2020夏のお昼寝」ゆきち もふねこinバスケット



「おひるね、最高！」 Luna 『でーん！！』まろん
「にゃーろっくほーむず」ぱんちゃ

ん 「窓際が好き」マロン

チャプリン、ガルボ、そしてワタ
シ。ごろごろ〜

「くっつき抱っこの仲良し兄弟」こ
ゆきとパトラ いつもニャかよし 見返り美にゃん  (ウインザー)

パッカーン！ ケダマ 祭りだわっしょい！
甘えたボーイとツンデレガール(な

つ＆ゆず)
「アヒルさんとお風呂タイム」 し

ずく

お気に入りの場所だよ(ムギ、マ
フ) 見つめる  (こむぎ) オトナレディ (じよん) 母からの大きなプレゼント

「夏は暑いにゃ〜」 トントン 「愛してるニャ❤  」とむ うらめしにゃんこ(ブリ) 手…見る？  (岬)



黄昏時(マロン) 「お気に入りの場所で。」ノア
僕は待つ‼ 美味しいオヤツの

為にゃ‼   (真白)
『上手く自撮りできてるか

ニャ？』 こむぎ

「ビックリ！！」らきぴ 『食べたい……』なっちゃん スイカーズ
アルジャンとノアール いつも仲

良し

もふりますかにゃ？ 春空（はる
く） お誕生日   (ポンタ)

お姉ちゃん大好き なな(犬)
きき(猫)

爪とぎから溢れる雪見だいふく
ゆきくん

「ママ、早く～！」すもも 「これから化けるよ」きい
「まったりぽかぽかニャルソック♪」

コハク 「もふっていーよ 」 ニゴー

『油断しすぎなお兄ちゃん』 兄
猫（萬寿）弟猫（剣菱） 「芸術作品は最高」三郎

「クールなモフ猫」ルチルレイテッ
ドクォーツ 元気よくお返事するモカちゃん



今日はスイカの気分にゃよ♫ (レ
オ)

「木漏れ日のなかのあたち」こゆ
き 少し寂しいルイくん 「にゃにか？」安曇菜（あずな）

コロナ退散‼   (漣ちゃん) 手作り着物でパチリ 名残惜しげな顔(野良猫) 「お祭り気分ﾆｬ〜」 みー

モデルからの意見 みけ子 お呼びにゃりか？
野良時代の貴重な一枚 愛猫

りおる
にゃにゃにゃんだ⁉  みい(さび

ねこ)

ニヤリと笑うボク 虹色にゃんこ 「ガオオオオオ」コータロー
｢ニャーシャルディスタンス｣ 心福
(左こふく)心太郎(右こたろう) ある日の爆睡

「にゃあに？」 とら Y字 グーちゃん
「かーしゃんのお手々と一緒に」

ふう太 「夏を見つめて」きなこ



「オヤツちょうだい」 キャロ
「落ち着いたら、会いに来て。」

あむ、もも 「お耳をガブリ」ぴーちゃん
見るでご猿・聞くでご猿・言うで

ご猿・怒るでご猫

集中(ピー介) 初めてのバンダナ(しぃ) 寝顔も完璧スマイル(にこ)

姓は木村、名はメイちゃん、猫
呼んでがぶっのメイちゃんと発し

ます

日向ぼっこ  (あんず) ニャルソック中 (つみれ) ぼく、男の子だぉ❣ （よっつ) シャル治郎です

「ドアを開けるとそこにいる」まる
ガブオズ兄弟の夏休み ガブリエ
ル（右）オズワルド（左）

なんか楽しい事ないかな〜
(茶々丸)

幸せな１日のはじまり(せせり、つ
くね)

触れ合っていれば安心！シンク
ロお昼寝 ごきげんよう(まろん) 何かが気になる(メル) びよーん もずく



元気な幼稚園児 とらちゃん だんご３兄妹 オロオロまちこ 笑う猫

ほっかむりにゃんこ 僕、ひまわり大好き！(むう) 箱入り猫 ごろんごろ～ん♪(ラルジュ)

ぬいぐるみ  (とんすけ) 部屋のパトロール(ベル) 香箱座り (のえる) ありすと向日葵

ルビー
『何見てん。』スコテッシュホール

ド 「夏」レモン 「おちょぼ口」Ruby

恋ダンスにゃっ（るる） 夏の冒険に出たボク 時間(みぃこ) けんこちゃん



ニャン密 ノア だいふく あずき も
なかみたらし

ぽーん！びっくり箱だよ♪ （ミン
ト）

生後3か月の貫禄 吉秋(キッ
シュ)

早くおやつちょーーーーーだ
いっっっっ！

おさかな焼けたかにゃ？(焼いて
ないよ！) むぎ 地車祭り。 (杜阿) 「ママおかえり！」ツナ 「ワンちゃんと寝んね〜」シルバ

「世界に一つだけのお花」 ノア 「こねこのひらき」ことら 仲良し♡ だいふく もなか 「アタシと握手しましょう」まる

「ぽよぽよのお腹」ししゃも 「見つめる」こむぎ 笑う門には福来たる 3ニャンズ ソフィー、フィオ、ハル

探偵ハルにゃ！ ハル 「至福の時間」虎治朗 早くつかまらにゃいと（りら） 「腕枕でぐっすり」らき



「11歳おめでとう＼(^^)／」ゴエ
モン。 「もふもふ靴」幸(ゆき) ひとりじめ 「泡沫の夢時間」ミケとマール

「ちょっとカッコつけてみました」セ
ブくん 「お気に入りの場所」チップ 「リラ～ックス 」トロ」 夏男   (もあ)

ふわぁ〜：志穂 「鳥さん来ないかな」 「Curiosity of the cat」Lulu 「I'm unagi」うなぎ

きなこもち 地域ネコのおもち
ちゃん(勝手に命名) 「日向ぼっこでグッスリ」なな

「寝子〜ズ」てんてん（アメショ）
とりんりん（三毛） 「でまど」ほたて

『首折れスコティッシュ？』とんす
け 「Handsome House Lion」Toby 「桜」リリちゃん

「ママ、お出かけするの？」しらす



花嫁さんにゃ！(叶愛、とあ）
「団子三兄弟 みたらし」ごま、

きなこ 「ごめん寝」ララ


