
展⽰NO 作家名 作品名 価格（税抜） 価格（税込）
1 明星いっぺい ⼗⼀⾯福招き猫観⾳ ¥370,000 ¥399,600
2 浅井純⼦ ⾺っこ猫⾞をひく ¥70,000 ¥75,600
3 あべ夏 天国に⾏ったロックスター プリーニャ ¥300,000 ¥324,000
4 荒⼭了政 招き猫 ¥20,000 ¥21,600
5 有⽥ひろみ•ちゃぼ おまもり ¥280,000 ¥302,400
6 飯⽥⽂仁 綾⼩路タマの⽇がな⼀⽇ ¥814,815 ¥880,000
7 伊藤泰弘 全員集合!!! ¥150,000 ¥162,000
8 稲川 隆 ⼆⼤招き猫 ¥10,000 ¥10,800
9 稲⽥ 敦 （⽇本に、福招く）おにぎり招きネコさん ¥100,000 ¥108,000

10 今井 廉 つきまねき猫 ¥350,000 ¥378,000
11 梅若盛弘 広⽬天 ¥300,000 ¥324,000
12 雲林院ユカリ 猫権現（ねこごんげん） ¥200,000 ¥216,000
13 ⼤井隆⼦ ようこそ︕ ¥30,000 ¥32,400
14 太⽥曜⼦ 猫詣 ¥60,000 ¥64,800
15 ふくら恵 ⼦安猫観⾳さま ¥70,000 ¥75,600
16 ⼤村泰久 ⾶⾏機になった招き猫 ¥150,000 ¥162,000
17 岡 健之 MDA招き怪獣ゴジニャ ¥100,000 ¥108,000
18 ⼩笠原⾥恵 あうん ¥200,000 ¥216,000
19 岡村洋⼦ ⽩猫「チャンス」 ¥80,000 ¥86,400
20 岡本裕児 ネハンブツとセンジュカンノン ¥30,000 ¥32,400
21 ⼩川 徹 福猫旅紀⾏１１〜スニャネコ（サンドキャッツ）〜 ¥80,000 ¥86,400
22 尾関裕美 「招き猫地蔵群」 ¥50,000 ¥54,000
23 春⽇ 粧 箱猫 ¥28,000 ¥30,240
24 加藤純⼠ 招き⼲⽀ ¥24,000 ¥25,920
25 加藤澄⼦ お⼈形を抱っこする猫 ¥85,000 ¥91,800
26 加悦雅乃 ひょうたんから招き猫 ¥300,000 ¥324,000
27 河辺花⾐  今週のトップニュース「にゃん⽟星⼈、⽇本上陸︕」 ¥70,000 ¥75,600
28 川村⾠⺒ 猫坊主 ¥80,000 ¥86,400
29 漢⼭ まねきねこデス ¥110,000 ¥118,800
30 菊池美登利 猫の⾖まき 福招き ¥50,000 ¥54,000
31 岸やよい ニャンみの⾍ ¥10,000 ¥10,800
32 桐⼭ 暁 The Cat Tea Party ¥20,000 ¥21,600
33 草⽥美津保 古裂いな猫たちの⽇々 化け猫千代さま ¥600,000 ¥648,000
34 ⼩出信久 ネコマシーン ¥60,000 ¥64,800
35 幸⽥⼤和 ひだまりの夢 ¥30,000 ¥32,400
36 ⾹徳祥穂 「よくばり開運招き猫歌留多」 ¥300,000 ¥324,000
37 鴻巣三千代 幸せ⾏きの列⾞に乗って ¥50,000 ¥54,000
38 ゴーあや 招き猫⼤仏 ¥300,000 ¥324,000
39 ⼩嶋 伸  トランクの中の恋の物語「ある招き猫作家の住むアパートにて・・・」 ¥300,000 ¥324,000
40 ⼩島美知代 世界平和 ¥65,000 ¥70,200
41 ⼩林篤 寝猫 ¥100,000 ¥108,000
42 ⼩紅 花嫁のれん ¥100,000 ¥108,000
43 酒井聖洋 ⼿と⼿を取り合って ¥70,000 ¥75,600
44 櫻井魔⼰⼦ Happy! ニワトリと卵号 ¥40,000 ¥43,200
45 渋⾕ちづる TAMATEBAKO ¥60,000 ¥64,800
46 杉原 京 七福猫神宝船 ¥300,000 ¥324,000
47 鈴⽊直美 不可思議招き猫 ¥22,000 ¥23,760
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48 鈴⽊通夫 ⼤満⾜招き猫 ¥70,000 ¥75,600
49 鈴⽊安江 招き猫幸福の感情 ¥80,000 ¥86,400
50 鈴⽊義美 ⾣・狐を従える招き猫 ¥60,000 ¥64,800
51 鈴なお おばあちゃんと⼀緒 ¥60,000 ¥64,800
52 須永みいしゃ あなたに感謝︕みんなに感謝 ¥100,000 ¥108,000
53 春原有希 ⾁⾷⽬⼤型ネコ科 まねき猫 ¥55,500 ¥59,940
54 蟬 丸 ⾦銀箔 祥端招猫 ¥800,000 ¥864,000
55 ⾼⾕恒樹 ⽬標捕捉︕夢掴っ︕（ムギュ） ¥15,000 ¥16,200
56 髙橋早苗 流れ星 ¥50,000 ¥54,000
57 ⽵内祥⼦ みんなで踊ろう招き猫ダンス ¥100,000 ¥108,000
58 ⽥邉美哉 ふわり ¥50,000 ¥54,000
59 チーム 福蔵 四⽅⼋⽅萬福かなめ猫 ¥430,000 ¥464,400
60 中川 ⾹ 13猫の刺客 ¥12,963 ¥14,000
61 永濱貴之 平城京様⻤⽡招猫⿃休み ¥120,000 ¥129,600
62 なつめみちこ パンチャ・マハーブータ（ファイブニャンズ 五⼤元素にゃ） ¥88,000 ¥95,040
63 ⻄岡良和 ちょい招き ¥100,000 ¥108,000
64 蜂⾕和夫 泥棒ネコ︕じゃないよ ¥80,000 ¥86,400
65 東早苗 猫の⼭⾞ ワッショイ︕︕ ¥200,000 ¥216,000
66 東直⽣ 蓮華蛙 笑福まねき猫 ¥70,000 ¥75,600
67 ひがしりょうこ メダカのための招き猫鉢 ¥50,000 ¥54,000
68 ⽇⽐野⿇美 たった⼀つの想い ¥10,000 ¥10,800
69 平林義教•利依⼦ 森の中へ ¥200,000 ¥216,000
70 藤巻由貴⼦ 夢の億より 今の百万 かなえます︕︕ ¥60,000 ¥64,800
71 布施和佳⼦ まねきカフェ ¥65,000 ¥70,200
72 布施猫 と⾦を胸に ¥200,000 ¥216,000
73 Bubu Dreaming Neco ¥20,000 ¥21,600
74 古川圭⼦•藤⽥清枝 昔・昔の猫達 ¥30,000 ¥32,400
75 星野栄惠 招福廆  祓阿吽猫（しょうふくまばらいあうんのねこ） ¥43,000 ¥46,440
77 曲沼らん⼦ 浮世猫（うきよねこ） ¥21,300 ¥23,004
78 正⽊卓 クワドラプル・・・４回まわってニャンと鳴いてみせる︕ ¥300,000 ¥324,000
79 ⾺瀬せつ⼦ 来福舞 ¥120,000 ¥129,600
80 松本あゆみ 恵み猫 ¥14,815 ¥16,000
81 松本浩⼦ 猫がまねく椅⼦ ¥75,000 ¥81,000
82 松本正⾏ 「がんばれ︕⾥ののらねこ達」 ¥222,000 ¥239,760
83 ⽔野育⼦ ネコノミクス会議 ¥205,556 ¥222,000
84 ⽔野志元乎 ニャンとHAPPYでラブリーなケーキタワー ¥300,000 ¥324,000
85 みち稲葉 ぷく幻時 ¥80,000 ¥86,400
86 宮内久美⼦ 招き猫商店街 末廣園 ¥90,000 ¥97,200
87 宮地乃梨⼦ 不思議の国から御招待︕︕ ¥100,000 ¥108,000
88 宮地淑江  楽しいことをいっぱい招いて、もっと⼤きくしていくよ!!「招き猫制作中!!」 ¥20,000 ¥21,600
89 みゆき  「真⽥幸村・徳川家康」－⼤阪夏の陣ー ¥185,000 ¥199,800
90 武捨亮⼀ ウ〜。 ¥120,000 ¥129,600
91 村上しよみ 肝っ⽟みいこ ¥100,000 ¥108,000
92 ⽬羅健嗣 シン・ネコラ ¥80,000 ¥86,400
93 柳岡未来 ふんばる ¥240,000 ¥259,200
94 ⼭⼝弘美 ⽊彫⽶俵上招猫像 ¥28,000 ¥30,240
95 ⼭崎清孝 鈴乗り福々招き猫 ¥200,000 ¥216,000
96 ⼭中克⼦ （夫婦）めおと猫 ¥52,000 ¥56,160
97 楊 惠君 真⼼の祝福 ¥350,000 ¥378,000
98 ゆみこ ⼊⾕の朝顔 ¥200,000 ¥216,000
99 葉 天空光 ¥60,000 ¥64,800

100 渡邊 萠 三段福重親⼦招猫達磨起上⼩法師 ¥36,000 ¥38,880


