
S-001 R&K Japan 雑貨 両日 N-001 ねこ家猫丸 雑貨 両日

S-002 NEKOYA 雑貨 両日 N-002 Skip&LAGUZ アクセサリー 両日

S-003 まもるんキャット ペット用品 両日 N-003 猫クラブ く〜にゃん 雑貨 両日

S-004 COCOMEROCAT 雑貨 両日 NK-001 株式会社　円や 雑貨 両日

S-005 イラストレーターとき 雑貨 両日 N-004 神戸ノラネコTNR実行委員会 雑貨 両日

S-006 Ko-chan's 雑貨 両日

S-007 ニャンデス 雑貨 両日

S-008 Silky voice アクセサリー 両日 K-001 智・bea 雑貨 両日

S-009 MOUSIKE アクセサリー 両日 K-002 GLASS BEADS M アクセサリー 両日

S-049 じぞう庵 雑貨 両日 K-003 MARINECCO 絵画・写真 両日

S-011 IZZAO's WORKS 雑貨 両日 K-004 さわやか堂 陶器 両日

S-012 保護猫カフェ・カーロ ペット用品 両日 K-005 NPO法人 さふらん アクセサリー 両日

S-013 ミテミテ！ 雑貨 両日 K-006 まめや 雑貨 両日

S-014 コイケヨシコ 陶器 両日 K-007 Ceramic studio 陶器 両日

S-015 flowstar アクセサリー 両日 K-008 行政書士さくら法務事務所 その他 両日

S-016 Mazzy’s clay 陶器 両日 K-009 株式会社相愛 ペット用品 両日

S-017 アトリエ　こねこ アクセサリー 両日 K-010 handmade accessories「M」 アクセサリー 両日

S-018 Naoka 雑貨 両日 K-011 ひつじの夢工房 雑貨 両日

S-019 石州勝地半紙 雑貨 両日 K-012 アートな消しゴムはんこ　かめたん工房 雑貨 両日

S-020 再和衣 雑貨 両日 K-013 CATARIA アクセサリー 両日

S-021 信和ワイヤークロス株式会社 その他 両日 K-014 FLUFFY 雑貨 両日

S-022 手づくり首輪・猫用品　necotas+ (ネコタス) ペット用品 両日 K-015 SOEUR’ DU アクセサリー 両日

S-023 お菓子屋ニャンライズ 飲食 両日 K-016 gabu gabu 絵画・写真 両日

S-024 ネコソダテ ペット用品 両日 K-017 Masque de Lune 雑貨 両日

S-025 くらふと工房　融 雑貨 両日 K-018 アトリエフリーダム アクセサリー 両日

S-026 cafe clotho その他 両日 K-019 ギャラリー工房そら 雑貨 両日

S-027 ＴＭＣアート 絵画・写真 両日 K-020 米粉の国 飲食 両日

S-028 963handmade ペット用品 両日 K-101 STAR CAT 雑貨 23日のみ
S-029 atelier - momon アクセサリー 両日 K-201 chic_chic_cat アクセサリー 24日のみ
S-030 LEO THE CAT アクセサリー 両日 K-202 timani 雑貨 24日のみ
S-031 行政書士さくら法務事務所 その他 両日 K-203 ふじ＊工房 雑貨 24日のみ
S-032 Ｍａｊｏｐ 雑貨 両日 K-204 Gatta Bianco 雑貨 24日のみ
S-034 ユニトライク株式会社 ペット用品 両日

S-035 まめまめ工房秘密基地 雑貨 両日

S-048 ネコニハチマキ 雑貨 両日 F-001-e TSUJIMOTO coffee 両日

S-038 猫のまにまに 絵画・写真 両日 F-002 さび食堂 両日

S-039 BistroCafe712 その他 両日 F-003 猫飯屋 両日

S-040 sakurano-mi 雑貨 両日

S-041 Cats in the room 雑貨 両日

S-042 Next Commons Lab 湖南 その他 両日

S-043 13.CATS.WORKS ペット用品 両日 C-001-e 猫の友社 ペット用品 両日

S-044 フクネコ倶楽部 ペット用品 両日 C-002-e いぬねこサプリ.com ペット用品 両日

S-045 フィールドエスト株式会社 雑貨 両日 C-003-e 和気産業株式会社 雑貨 両日

S-047 ねこずかん 雑貨 両日 C-004 株式会社シンシアジャパン ペット用品 両日

S-046 さごちゃんhouse 雑貨 両日

S-037 コロコロ屋 絵画・写真 両日

S-010 株式会社すとろーはうす ペット用品 両日

S-050 Chimi 雑貨 両日

S-051 ネコのお城 ペット用品 両日

S-052 北村陶房 陶器 両日

S-053 まやの目 アクセサリー 両日

S-054 ameno 雑貨 両日

S-055 TAMA-ZO 雑貨 両日

S-055 リオニマル ペット用品 両日

S-056 werk-ヴェルク- アクセサリー 両日

S-101 中西姉妹from花咲鍼灸室 その他 23日のみ
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