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報道関係のみなさま

チャリティーイベント「みんなイヌ、みんなネコ」
京王百貨店・新宿店で開催
保護犬・保護猫の写真展や譲渡会、トークショー、ライブ、かわいい犬猫グッズ販売など盛りだ
くさん。会場内での売上金の一部は動物愛護団体に寄付します。

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長：渡辺雅隆）が運営するペットメディア「sippo」は、毎年
大好評のチャリティーイベント「みんなイヌ、みんなネコ」を、8 月 15 日（木）～19 日（月）に、
さらに内容を充実させて開催します。かわいい保護猫や保護犬の写真展を中心に、保護犬・保護猫
の譲渡会、浅田美代子さんのトークショー、近藤研二さん・山田稔明さんのライブ、「夜廻り猫展
mini」
、インスタグラムで人気の「ぐっぴー」、
「くまお」のコーナーなど、盛りだくさんです（詳細
は別紙）。かわいい犬や猫グッズも販売。会場内での売上金の一部はこのイベントに参加している動
物愛護団体に寄付します。
＜開催概要＞
名称：みんなイヌ、みんなネコ
日時：8 月 15 日（木）～19 日（月）10 時～20 時
（※最終日は 18 時）
会場：京王百貨店・新宿店 東京都新宿区西新宿
1-1-4
https://www.keionet.com/info/shinjuku/
参加費：無料
名義：主催：京王百貨店、特別協力：朝日新聞社
（sippo）
、協賛：アニコム損害保険株式会社

〈お問い合わせ〉
朝日新聞社総合プロデュース室 sippo 広報担当・福原
TEL:03-5540-7763（直通） e-mail:sippo-support@asahi.com
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◆sippo 写真展
sippo で連載中のモデルの松島花さんなど著名人の愛犬・愛猫や、イン
スタグラムなどで人気の犬猫のかわいくてほっこりする約 100 点の写真
を、心温まるメッセージとともに展示します。
展示される写真の犬や猫は、みな保護犬や保護猫でした。今では新し
い“家族”とめぐり合い、幸せに暮らしています。どこで、どう生まれ育っ
たとしても、みんな犬、みんな猫。飼い主のいない犬や猫を譲り受けて飼
うことを、ペットと出会う時の「普通の選択肢」にできないか。そんなメ
ッセージを伝えるのが、本展のコンセプトです。
会場では、写真展の内容を収録した写真集「みんなイヌ、みんなネ
コ」
（発売元：パイ インターナショナル）を先行発売します。会場販売特
典の限定ステッカー付きです。

展示写真より

◆保護猫・保護犬の譲渡会
保護猫を 300 匹以上紹介する、国内最大級の譲渡会を開催します。今
年から若干ではありますが、犬も紹介できることになりました。
8 月 15 日（木）16 日（金） 11:00～14:00
8 月 17 日（土）18 日（日） 13:00～17:00
主催：ねこかつ・おーあみ避難所（15,16 日）
、ねこけん(17,18 日)
※猫が主体の譲渡会となります。犬は 8 月 17 日が 7 匹程度、18 日は 1 匹程度を予
定しています。
※当日は会場の混雑が予想されるため、入場整理券をお持ちの方のみのご入場とさせて頂きます。
※入場整理券は、当日分のみ朝 10 時から 7 階大催場イベントコーナーにて配布いたします。
※入場整理券は、時間ごとに、定員を定めて配布いたします。

◆夜廻り猫展 mini
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心の涙の匂いをかぎつける猫の遠藤平蔵が、夜の街を歩くマンガ「夜廻
り猫」
。作品の世界観を表現した「夜廻り猫展 mini」を開きます。作者・
深谷かほるさんの原画やキャラクターが描かれた「猫石」、新作の「野良猫
勲章」などを展示します。
○深谷かほるさん トーク＆実演作画会、サイン会
マンガ「夜廻り猫」作者の深谷かほるさんが飼っていた保護猫マリのお
話や、キャラクター誕生の裏話を語って頂きながら、深谷さんのライブド
ローイングも行います。イベント後は、コミックへのサイン会も開催しま
す。
8 月 18 日（日）11:00～12:00（先着順・入場無料）
※来場者多数の場合は、立ち見での観覧とさせていただきます。
※トークショー当日、会場にて「夜廻り猫」の書籍をお求めの先着 200 名様は、深谷かほるさんのサイン会にご参加いた
だけます。
※入場整理券はお一人様一枚、当日分のレシートと交換で朝 10 時から 7 階大催場イベントコーナーにて配布いたします。

◆みんなイヌ、みんなネコ マーケット
写真展にも参加するコトちゃんの「ザビエル首輪」や、「猫の家」のおもちゃは、ネットで発売すると即
完売してしまう大人気商品。香川県の作家さんで東京ではめったに出展しない「カザハナ窯」のおしゃれ
な陶器。デザインがスタイリッシュな「Apollo&Char」のオーガニックの犬猫のおやつや蚊取り線香など、
様々なかわいい犬猫グッズがそろっています。
また、
「ちよだニャンとなる会」など 8 つの犬猫の保護団体が T シャツ、チャリティ・グリーンティ、ト
ートバックなどグッズを販売します。
会場内での売上金の一部は動物愛護団体に寄付されます。楽しいお買い物が、保護犬・保護猫の支援に
つながります。
□出展一覧
白黒さんいらっしゃい（マリモクラフト）
、猫の家、ヌイグルミ制作室ビアンカ
Plusgraph、王冠印雑貨店、Apollo&Char、コトのザビエル首輪、ジーミスト、ペピイ、カザハナ窯、開運
谷中堂
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保護団体）ぶんねこの会、よつやねこ、北新宿ちいき猫の会、むさしの地域猫の会、すぎなみあんないが
かり、一般財団法人ちよだニャンとなる会、公益財団法人ヒューマニン財団、NPO 法人 Wonderful Dogs

「コトちゃんのサビエル首輪」限定販売

「カザハナ窯」のフリーカップ

◆多彩なトークショー。浅田美代子さんも登場
○山路徹さん×大網直子さんトークショー
動物愛護活動に積極的に取り組むジャーナリストの山路徹さ
んと、犬猫のためのシェルター「おーあみ避難所」を運営する
大網直子さんが保護犬や保護猫への取り組みについて話しま
す。
8 月 15 日（木）15:00～16:00 （先着順・入場無料）
※来場者多数の場合は、立ち見での観覧とさせていただきます。

山路徹さん

大網直子さん
さん

○梅田達也さん×保護犬猫ガールズトークショー
保護猫カフェ「ねこかつ」店主の梅田達也さんと、積極的に保護
犬・保護猫に取り組む小学生の中山渚美（なちゅら）ちゃん、中学
生の大澤晴奈ちゃん、高校生の佐々木夏妃ちゃんが、日々の保護猫
活動で感じていること、伝えたいことを話します。
8 月 16 日（金）15:00～16:00 （先着順・入場無料）
※来場者多数の場合は、立ち見での観覧とさせていただきます。

左上から時計回りに、梅田達也さん、中山渚美ちゃん、
大澤晴奈ちゃん、佐々木夏妃ちゃん
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○浅田美代子さんトークショー
大のペット好きで、動物愛護活動にも積極的に取り組んでいる俳
優・浅田美代子さんが、朝日新聞の太田匡彦記者（特別報道部）
と、保護犬・保護猫の魅力やこれからの課題について話します。
8 月 17 日（土）11:00～12:00

（先着順・入場無料）

※来場者多数の場合は、立ち見での観覧とさせていただきます。

浅田美代子さんと元保護犬の愛犬たち

◆近藤研二・山田稔明 LIVE in みんなイヌ、みんなネコ
近藤研二さん（左）と山田稔明さん（右）
、大の猫好きミュー
ジシャンのお二人によるライブを開催！二人の愛猫の写真は、写
真展会場で展示しています。オリジナルグッズの販売会もありま
す。
8 月 16 日（金）18:00～19:00（先着順・入場無料）
※来場者多数の場合は、立ち見での観覧とさせていただきます。

◆ぐっぴーくまくま部屋
駐車場で助けられたぐっぴー、山からおりてきたくまお。そし
てラーメン屋さん出身のこぐま。そんな３匹の普段の様子を感じ
られるコーナーです。
アクリルスタンドやクリアファイルなどオリジナルグッズの販
売もします。会期中、猫達は自宅警備中ですが、ぐぴ主やくまお
母が出没する予定です。
協賛のペット保険 アニコム損害保険㈱では「うんち de ビン
ゴ」のコーナーも併設。 腸内フローラを学びながら、うんちの
おもちゃをゴミ箱に投げて、ビンゴを目指しましょう！ビンゴの方には特別賞や、その他多数プレゼント
をご用意しています。
○ぐっぴーくまくま部屋 トークショー
ぐぴ主とくまお母が普段 SNS ではお伝えできない写真や動画とともに、ぐっぴーやくまお、こぐまの秘
話など交え、楽しく語り合います。
8 月 15 日（金）18:00～19:00（先着順・入場無料）
※来場者多数の場合は、立ち見での観覧とさせていただきます。
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◆子どもも楽しめるワークショップ
ダンボール製のネコの爪とぎに綿棒を刺して作る作品「Cotton cat」のワ
ークショップです。色付きの綿棒を刺していくだけなので、子どもでも楽
しめます。アーティストの白井翔平さんと犬丸宣子さんが丁寧に教えてく
れます。
8 月 19 日（月）11:00～13:00、13:15～15:15、15:30～17:30
（各回 30 名様、先着順、参加費 1000 円税別）
作りたいネコちゃん、ワンちゃんの写真をご用意ください。スマートフォ
ンの画面を見ながら作ります。作るのは動物以外でも OK です。

作品イメージ

※制作所要時間は約２時間です。

◆Instagram フォトコンテスト開催
「みんなイヌ、みんなネコ」の会場で、かわいい愛犬愛猫の写真を掲出し
ます。Instagram の sippo 公式アカウントをフォローの上、#sippo 写真展
に参加したい をつけて、愛犬愛猫の写真を Instagram で投稿して下さい。

以
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