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戌年だけどやっぱりネコが好き！

大好評企画展・ネコのいる暮らし展 ～CAT LIFESTYLE～VOL.4を開催！
ネコのための架空のインテリアショップ「Catssinya Store（キャッシーニャストア）」も同時開催。

■企画概要

「ネコのいる暮らし展 ～CAT LIFESTYLE～VOL.4」

【期間】2018年2月16日（金）～ 2018年2月25日（日）※休業日なし 11時ー20時

【場所】「BY PARCO shop & gallery」（バイパルコショップアンドギャラリー） ※入場料無料

【企画制作】STUDIO D.O.G.INC 【協力】貝印株式会社

＊2月16日18時ー21時はレセプションも開催

「Catssinya Store（キャッシーニャストア）」

【期間】2018年2月9日（金）～ 2018年2月28日（水）11時ー20時 ※2月22日（木）は営業

【場所】ミツカルストア青山店（BY PARCO地下１F）

2018年1月29日（月）

株式会社パルコは、青山BY PARCO shop&galleryとミツカルストアにて、2月22日の“猫の日”にあわせた

イベントを開催いたします。

BY PARCO shop&galleryでは、昨年の2月22日の猫の日、8月8日の世界猫の日に合わせ開催し、大好評を

得たLA発・CAT LOVERたちのおしゃれなLIFESTYLEを発信するPOMPOMCAT（ポンポンキャット）の

企画展の第4弾を開催！

CAT LOVERたちのおしゃれな生活の映像と写真で展開し、総勢60匹の猫が登場する、「ネコのいる暮らし展

～CAT LIFESTYLE～VOL.4」を2月16日（金）より２月25日（日）まで開催いたします。

ミツカルストアでは、”猫と暮らす”をテーマに、猫のための架空のインテリアショップ「Catssinya Store

（キャッシーニャストア）がオープン。2月9日（金）より28日（水）までの開催です。

展覧会期間中はキャットタワー設計相談会や、ワークショップ、一般社団法人 動物愛護団体 ランコントレ・

ミグノンによる猫の譲渡会などイベントを多数予定しております。

戌年の今年もやっぱり猫が好きな方へ。ぜひ青山BY PARCOにお越しください。
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【木之村美穂】

Los Angeles Venice Beach在住 ファッション・ビューティー広告を専門に企画制作するプロダクションSTUDIO D.O.G.INC 代表

クリエイティブディレクター、映像ディレクター、スーパージェットセッターとして世界中を飛び回り最新ファッショントレンドを

ピックアップ。独自の女性目線の演出で数々の広告を作り出しているキュレーターとして海外のアーチストをピックアップしたアート展を

企画。また、DIESEL ART GALLERYではポートランド発のライフスタイル誌『KINFOLK展』世界で初めての写真展を日本で企画し、

ベルリンのアーティスト サラ・イレンベルガートのコラボ企画「Reality & Fantasy」ではベルリン撮影された映像を発表。世界の

アーチストを日本にも紹介するプロジェクトを企画している。

業界の中では猫好きとして知られ、各地で撮影した猫の映像と写真をアップしたインスタグラムもCAT LOVER達から注目されている。

自身もLA自宅ではヴィンテージグッズに囲まれて３匹の猫達と暮らしている。

Official Web www.studiodoginc.com Instagram https://www.instagram.com/mihokinomura/

■本企画での販売グッズ（一部）

【ランコントレ・ミグノン】

2018保護猫カレンダー

【zero and mami】

チャーム
【岸あずみ】

ブローチ

ザビエル首輪

”mocoto”

2018年1月29日（月）

ネコのいる暮らし展 ～CAT LIFESTYLE～VOL.4 
本企画展では、「ネコと一緒に素敵に暮らすCAT LIFESTYLE」をテーマに、Los Angeles在住のフィルムディレクター木之村美穂が

「POMPOMCAT（ポンポンキャット）」プロジェクトの主催として、日本とアメリカで１年半に渡り撮影取材した、スタイリッシュで

クールなクリエイターと共に生活するネコ、総勢60匹のネコをドキュメンタリー映像と写真で紹介します。

また、本企画展でしか購入できない１点物のネコグッズの販売や、ネコのアイシングクッキーを制作するワークショップのイベントも

行います。

本企画展での売上の一部は、一般社団法人 動物愛護団体 ランコントレ・ミグノンに寄付いたします。

【POMPOMCAT】

POMPOMCAT(ポンポンキャット)とは、 Los Angelesから発信するネコとネコが大好きなCAT LOVER達のおしゃれなCAT LIFESTYLEを

紹介する映像と写真のプロジェクトです。

ネコが大好きなクリエーター達のつながりで世界のCAT LIFESTYLEをLA-TOKYO-PARIS-NEW YORKとグローバルに発信しています。

POMPOMCAT Web：www.pompomcat.com Instagram： https://www.instagram.com/pompomcat00/

【展開ブランド･クリエイター】KEORA KEORA／こけし工人 梅木直美／zero and mami／NEKONOBA／
ザビエル首輪”mocoto”／ことのおちり（写真集）／岸あずみ／41世紀／アトリエガング／
ランコントレ・ミグノン／貝印株式会社 Nyammyシリーズ／LosAngelesセレクト猫グッズ

【岸あずみ】

POMPOMCAT

ネコチャーム

貝印株式会社
Nyammy
＊展示のみ

【NEKONOBA】

豆皿

【こけし工人 梅木直美】

猫こけし

【KEORA KEORA】

ぬいぐるみ

【アトリエガング】

招き猫

【ランコントレ・ミグノン】

キールズコラボマスク
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■本企画でのイベント

【ネコのアイシングクッキー ワークショップ】

ネコのアイシングクッキーをつくろう！

ネコの顔とシルエットなど、５タイプのネコのクッキーを作れます。

・日時：2月18日（日）

12：00-14：30、15：30-18：00 

※各回2時間30分、先着6名までとなります。

・場所：BY PARCO shop & gallery（バイパルコショップアンドギャラリー）

・住所：港区南青山5-2-15 ヴィオレ南青山地上１F

・料金：4,000円（お茶付）※小学生以下1,000円

・ご予約：ミツカルストアオンライン<http://www.meetscal.parco.jp/>から

ご予約ください。

※2月1日より予約受付開始。

※クレジットカードでのお支払いのみの対応となります。

【ネコのドローイングワークショップ】

日時：2月24日（土）

12：00-14：00 

※所要時間約2時間、先着6名までとなります。

・場所：BY PARCO shop & gallery（バイパルコショップアンドギャラリー）

・住所：港区南青山5-2-15 ヴィオレ南青山地上１F

・料金：4,000円 ※小学生以下1,000円

・ご予約：ミツカルストアオンライン<http://www.meetscal.parco.jp/>から

ご予約ください。

※2月1日より予約受付開始。

※クレジットカードでのお支払いのみの対応となります。

【ネコの譲渡会】

・日時：2018年2月21日（水） 18:00-20：00

・場所： BY PARCO shop & gallery（バイパルコショップアンドギャラリー）

・概要：2月21日(水)に、一般社団法人 ランコントレ・ミグノンによる『ネコの譲渡会』を

行います。

・詳細：https://www.pompomcat.com/news

2018年1月29日（月）



「猫と暮らす」をテーマに、猫のための架空のインテリアショップ「Catssinya Store（キャッシーニャ ストア）」

がオープンします。

猫と暮らすための様々なグッズを、キュレーター「sakumotto」とともにセレクトしました。

イベント期間中はデザイン事務所による「キャットタワー設計相談会」やおしゃれな猫バスケットを

作るワークショップも開催！

また、発売後即完売となる人気作家「Crepe（クレープ）」ほか作家の1点ものの猫グッズが

日本初のデジタル制御「次世代カプセルマシン」で登場します。

PRESS RELEASE

■「Catssinya Store」(キャッシーニャ ストア) 概要

【期間】2018年2月9日（金）～ 2018年2月28日（水） 22日（木）は営業

【場所】MEETSCAL STORE（ミツカルストア）青山店 ＊パルコ直営店舗

【住所】港区南青山5-2-15 ヴィオレ南青山 地下１F

【参加ブランド】BAU SHOP/CREPE / urbun safari / KEORA KEORA /Em Zed Eych / m.m.m. / NEKONOBA /

CAT IN THE HOUSE! / Hand Saw Press / zzz light / Violet and Claire / kamiomari / Yuri Hasegawa / 

株式会社ユニコン / BALLON /  ㈱ネコ・パブリッシング etc

本件に関するお問合せ

株式会社パルコ 新規プランニング部 ミツカルストア担当：鈴木 TEL:03-3477-5788   MAIL:suzu-miho@parco.jp

2018年1月29日（月）

■「Catssinya Store」でのイベント

【muteとネコバスケットをつくろう】

mute（イトウケンジ）と一緒に柔らかなパンチカーペット製のバスケットをつくります。部屋に置いておいて、

猫が入って丸くなってリラックスして寝ることができます。

好きな色のパンチカーペットを選び、ガイド通りにカットしたあと立体に起こせば、30分程度で完成です。

日時：2月17日（土） 時間 : 13時～、14時～、15時～ （所要時間30分程度）

定員 : 各回6名、予約優先

参加費 : 3000円

mute : イトウケンジとウミノタカヒロにより2008年に結成。共に桑沢デザイン研究所卒業。

プロダクト、スペース、グラフィックなど領域にとらわれず、ディレクションからデザインまでトータルで行う。

http://www.mu-te.com/

【「Hand Saw Press」キャットタワー設計相談会】

自宅のインテリアに合うキャットタワーを作りたいけどどうやって作ったらいいかわからない、、

そんな方の為に、武蔵小山に新しくできたリソグラフ印刷＋木工のオルタナティブワークスペース

Hand Saw Pressのメンバーが、相談＆設計をしてくれるイベントです。設計したキャットタワーは、

後日Hand Saw Pressのメンバーと一緒に製作も可能！素敵なキャットタワーの見本も展示販売します。

オリジナルのキャットタワーを作りたいと思っていた人は見逃せない相談会です。

参加費 : 「Hand Saw Press」特製キャットタワー設計図ポスター付き 2000円

日時： 2月18日（日） 時間 : 13時～18時 (相談時間30分程度／何時からでも参加可能ですが予約者優先)

Hand Saw Press :

住み開きジャークチキン屋で建築家の「アマラブ」菅野信介、インテリアデザイナーでシェアオフィス「Studio 4」を運営する「デザイン

ムジカ」安藤僚子、音楽系の書籍やCDのリリースを手掛けるヴィーガン食堂「なぎ食堂」の小田晶房という、武蔵小山を拠点とする３人

ではじめた、リソグラフ「印刷機」と木工道具「のこぎり」のある期間限定のオルタナティブワークスペースです。

http://handsawpress.com/

＜ワークショップのお申込み方法＞申込方法：【sibuya.onceamonth@gmail.com】まで、件名に「ワークショップ希望」とし、

本文に①希望とするワークショップ名 ②希望日・時間 ③参加者のお名前・人数 ④当日ご連絡のとれる連絡先を記載いただき

送信ください。 確認出来次第店舗から確認メールをお送りさせていただきます。

「Catssinya Store（キャッシーニャストア）」


