
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCOCnrPQnRVXA4-ANFjp5fNA?sub_confrmation=1

No. 店舗名 URL 住所 最寄り駅 開店時期

1

2 たまゆら

4 かぎしっぽ 銀座線田原町駅

5 浅草ねこ園

6

7 CAT HOME GARDEN

8

9 ねこのひみつ基地

10

11 里親カフェ

12 にゃんくる 蒲田店

14 東京メトロ千代田線代々木公園駅すぐ

15 にゃんだん邸

16 猫茶家

17 駒猫

18

19 しらさぎカフェ

20 猫縁～ねこえん～

21

22

23

24 えこねこ 大江戸線　練馬駅

保護猫カフェ一覧(関東近辺)※並び順は郵便番号順です。
 最新リスト→ 作成：ねこたろう

最終更新：2020年4月20日
Mail : neko22tarou@gmail.com 
Twitter : https://twitter.com/corocorocat

　　※営業時間など急遽変更になる場合もあります。
　　　より確実な情報が必要な場合は個別にブログ等でご確認ください。
　　※飼えなくなった猫の引き取りなどは基本的にどこの店舗も行っていません。
　　※店舗によってはお子様の入場制限があります。個別にご確認ください。
　　※コロナによる営業自粛の情報については各店舗のブログ等でご確認ください。

YouTubeチャンネル
営業時間その他情報

※コロナによる営業自粛の情報については各店舗のブログ等でご確認ください。

ちよだニャンとなるcafé http://www.chiyoda-nyancafe.jp/ https://www.youtube.com/channel/UC4cPEkgoJAlVIdQskyg9GPw?sub_confrmation=1
〒101-0021
東京都千代田区外神田4丁目8-12
旧旅館東館内1階

JR総武線「秋葉原駅」徒歩７分、東京メトロ「末広町駅」徒歩２分 平日 14時～20時（最終入店19時30分）
土日祝日 11時～20時（最終入店19時30分）
定休日 月曜日、火曜日

2018年10月

http://tamayura.nyanko.org/
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-7-2
長澤ビル3階

都営浅草線　東京メトロ日比谷線　人形町駅Ａ３出口徒歩１分 / 
東京メトロ半蔵門線　水天宮前駅徒歩４分 / 都営新宿線　浜町駅徒歩６分
ＪＲ総武線快速　馬喰町駅徒歩１０分 / 東京メトロ東西線　茅場町駅徒歩１０分

月曜～土曜：１２時～２０時
日曜・祝日：１２時～１８時（最終受付時間は閉店４０分前）
定休日：毎週火曜

2017年11月

https://www.facebook.com/asakusa.kagishippo/
〒111-0042
東京都台東区寿4-15-10
Cafe' RoRoPaPa 2F

 定休日は(火)(水)。 12:00～18:00までの営業 2016年05月

http://asakusanekoen.com/
〒111-0032
東京都台東区浅草3-1-1
馬道妙見屋ビル6階

浅草駅から徒歩６分
言問通りと馬道通りの交差点、馬道妙見屋ビル６階です

開園 11：00～21：00
休園 火曜日（祝日の場合翌日） 2009年08月

ネコリパブリック
東京お茶の水店 http://www.neco-republic.jp/

〒113-0034
東京都文京区湯島3-1-9 
CRANEビル4階

御茶ノ水駅 徒歩5分 / 秋葉原駅 徒歩10分
千代田線「新御茶ノ水駅」 徒歩5分 / 
千代田線「湯島駅」 徒歩5分 / 銀座線「末広町駅」 徒歩5分

平日: 15:00 - 20:00　休日（祝日）: 11:00 – 18:00 定休日: 木曜日
※子ども料金の設定はございませんが（乳児のみ無料）お子様でもご入国いただけます。 2015年05月

https://cathomegarden.com/ 〒120-0015
東京都足立区足立４−１４−１ 東武スカイツリーライン五反野駅、梅島駅より徒歩約10分

（土日） 11:00~14:00 と 16:00~19:00
平日はボランティアスタッフの出勤状況によって不定期になりますのでinstagramで
ご確認いただいてからお越しください。平日はカフェエリアは閉鎖しておりますので
ドリンクの提供はありません。

2019年02月

CATS＆DOGS CAFE http://cats-and-dogs-cafe.fan.coocan.jp/ 〒131-0033
東京都墨田区向島５－４８－１

東武スカイツリーライン曳船(ひきふね)駅
（改札口右手）から徒歩10分

11:00～21:00(Lo20:30)
※火曜定休（月１回連休）・不定休(ブログでご確認ください) 2010年08月

http://neko-himitsukiti.jimdo.com/ 〒132-0031
東京都江戸川区松島3-15-13-2F JR総武線　新小岩駅　南口

営業日　　　　  土・日曜日のみ営業
営業時間　　　  12：00　～　20：00
最終入店時間　  19：00

2015年06月

Meooow!（ミャーーーオ！） http://meooow-cat.com/ 〒142-0063
東京都品川区荏原１－１２－６

東急池上線「戸越銀座駅」より徒歩約8分
東急目黒線「不動前駅」より徒歩約10分
東急目黒線「武蔵小山駅」より徒歩約14分
ＪＲ、都営地下鉄「五反田駅」より徒歩約17分

営業時間　　13：00～20：00（水曜定休）
都合により不定期に休業する場合があります。 2016年11月

http://www.satooya-cafe.org/ 〒142-0063
東京都品川区荏原１丁目２４−１ 東急目黒線武蔵小山徒歩10分 営業時間 : 11:00～18:00

（最大20:00まで） 　 2014年03月

http://www.nekocafe-leon.com/
〒144-0052
東京都大田区西蒲田７－４－６ 
シティ蒲田4Ｆ

蒲田駅西口から徒歩2分です。1階には「温野菜蒲田西口店」があります。 11:00～20:00 年中無休 2016年10月

Catio (キャティオ) https://www.facebook.com/hogoneko.catio/ 〒1510063
東京都 渋谷区富ヶ谷１－８－５

営業日　水・木・金・土・火・祝　（定休日 月・火）
営業カレンダー↓
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=s6pitk8ck6ljmaoj4vlvt6t0ug%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo

2019年04月

http://nyandantei82.wixsite.com/mysite 〒152-0002
東京都目黒区目黒本町5-8-12 目黒線西小山駅から徒歩5分 営業時間は12時～20時

定休日は火曜日 2016年08月

http://www.nekochaya.com/ 〒154-0012
東京都世田谷区駒沢３－２６－８ 東急田園都市線 桜新町駅北口から徒歩7分 週末のみ営業

土日 12:00～20:00(LO19:00)　金曜は予約営業(18:00～22:00） 

https://koma-neko.com/
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢4-12-22
ティファーレ駒沢４F

東急田園都市線　駒沢大学駅　駒沢公園口より徒歩10分
東急バス渋82系統 渋谷駅発 等々力行 駒沢公園西口バス停下車徒歩１分

平日  １２：００　～　２０：００
土日祝  １１：００　～　２０：００
定休日 水曜日

2018年08月

Miagolare (ミャゴラーレ) https://www.miagolare.org/ https://www.youtube.com/channel/UCJ-Jk1EQ0UotZDD1VekD7Ow?sub_confrmation=1
〒164-0012
東京都中野区本町4-30-26　
第二藤尾ビル３F

丸ノ内線新中野駅 3番出口を出て青梅街道を右へ新宿方面に進みます。
鍋屋横丁の交差点を渡りそのまま約20m直進。
ちょうどアーケードの屋根が始まる右手のビル（１階は不動産屋さん）の
３階にございます。エレベーターがございません。頑張って上ってきてください。

営業時間 　11:30 ～ 21:30   (最終入店　21:00）
定休日　毎週木曜日 2016年11月

http://ameblo.jp/shirasagicafe/ 〒165-0035
東京都中野区白鷺2-33-8 西武新宿線鷺ノ宮駅から徒歩7分くらい 不定期営業(ブログでご確認ください) 2013年04月

https://necoen.amebaownd.com/ 〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-45-16

ＪＲ高円寺駅北口より徒歩５分（庚申通り商店街）
バス停高円寺通り（早稲田通り）より徒歩１分 Open14:00～close20:00(19:30最終受付)定休日:火曜 2017年07月

東京キャットガーディアン
大塚シェルター http://www.tokyocatguardian.org/

〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-50-1 
ウィンドビル5F

JR大塚駅より徒歩5分 平日14：00～20：00
土日祝日13：00～20：00 定休：火曜 2008年12月

ネコリパブリック
東京池袋店 http://www.neco-republic.jp/

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-27-3 
中根ビル4F

池袋駅西口から徒歩5分
池袋駅西口地下街1a出口を出て丸井の裏側、
カラオケの隣のビルの4階です

11:00 - 22:00 
定休日: 木（祝日の場合は営業いたします） 2016年09月

CAT'S INN TOKYO
(キャッツイン東京) https://cats-inn-tokyo.shopinfo.jp/ https://www.youtube.com/channel/UC2ZGw4puwKhFyUiBs_3A4UA?sub_confrmation=1 〒174-0051

東京都板橋区小豆沢3-4-17
【電車】都営三田線・志村坂上駅から徒歩5分
【バス】
◯赤羽駅からのアクセス　赤56赤56-2（志村三丁目駅）のバスに乗車、小豆沢二丁目下車、徒歩2分
◯池袋駅からのアクセス　池20（高島平操車場行き）、池21（高島平駅行き）のバスに乗車　志村坂上下車、徒歩5分

営業時間（暫定）12時～19時
定休日：不定休（主に月曜） 2016年10月

http://nerimaeconeco.blog86.fc2.com/
〒176-0001
東京都練馬区練馬1-2-13
西武会館401号

営業時間: 11:00 ~ 21:00 (LO 20:00)
不定休（ブログでご確認下さい）　　　　※2018年8月13日から新店舗。 2010年10月
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25 きゃりこ武蔵野店

26 ねこまんま

27 ラフスペース

28 猫スペース　ファズ

29

30 ねこ広場

31 にゃん福゜

32 ラブとハッピー

33

34 はちねこ！カフェ

35 にゃんくる 川崎店

36 猫式

37 おむすび

38

39 猫カフェ ブラン

40

41 ミーシス

42 にゃんくる 桜木町店

43 和猫かふぇ

44 にゃんくる 鎌倉店

45 鎌倉ねこの間

46 湘にゃ庵

47

48 猫の家やすらぎ

49 ティアハイムさいたま

50 さくら 東武スカイツリーライン越谷駅東口から徒歩２分

http://catcafe.jp/shop_musashino.html
〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-5-7
雪ビル４Ｆ

中央線吉祥寺駅　公園口からすぐ　
※吉祥寺に「きゃりこ」は2店舗あります。
南側の公園口にあるのが保護猫カフェの「きゃりこ武蔵野店」です。

平日　   13:00～21:00　（最終入店　20：30）
土日祝　11:00～21:00　（最終入店　20：30）

https://neko-parents.amebaownd.com/ 〒180-0023
武蔵野市境南町1-29-14 中央線武蔵境駅から徒歩15分

2018年11月18日で閉店。
より良い場所での営業再開に向けて準備中。
https://neko-parents.amebaownd.com/pages/1446481/page_201711231144

2017年07月

http://www.roughlough.com/
〒182-0024
東京都調布市布田 1-35-3 
ダイモンビル３階

京王線調布駅 徒歩3分
天神通り商店街の牛角や三笠クリニックが一階にあるビルの3階です

営業時間12時～20時
定休日はありませんが、猫たちの往診日や新しい子が来た時など
不定期にお休みさせていただくことがあります

https://www.facebook.com/catspacefaz/ 〒1820034
東京都調布市下石原1－57－1 京王線調布駅 徒歩12分 営業時間　月木金 16:00～21:00  土日祝 11:00～18:00

定休日 火・水　不定休あり 2017年10月

東京キャットガーディアン
西国分寺シェルター http://www.tokyocatguardian.org/

〒183-0042
東京都府中市武蔵台3-43-9 
エクセレントTR　1F

JR西国分寺駅より徒歩7分 平日14：00～20：00
土日祝日13：00～20：00 定休：火曜 2012年04月

http://ameblo.jp/cat-sprt/ 〒189-0001
東京都東村山市秋津町5-5-45

西武池袋線 秋津駅 / JR武蔵野線 新秋津駅
どちらの駅からでも徒歩約3分

平日14：00-20：00
土日祝日13：00-19：00     定休日：水曜日 2014年11月

http://nyann-puku.jimdo.com/ https://www.youtube.com/channel/UClwePHwr4S6Xl52G_ji5JPA?sub_confrmation=1 〒191-0032
東京都日野市三沢1-11-5

京王線百草園駅より7分
川崎街道沿い　三沢交差点前

猫カフェ営業は長期休業中ですが保護猫施設としては活動しております。
里親希望の方は絶賛募集中です！
お電話にてお見合いのご予約をお願いします！

2014年12月

https://ameblo.jp/love-happy-cat
〒191-0041
東京都日野市南平7-18-54 
多田ビル201号室

京王線南平駅の南側改札から徒歩1分 定休日 月.火  （祝日は営業致します）
営業時間 13時～19時

Hako bu neco 八王子店 http://ameblo.jp/hakobuneko2/
〒192-0918
東京都八王子市兵衛1-3-1 
ミクリスシティ2F

JR横浜線八王子みなみ野駅の改札を出て左のビル２F。徒歩30秒 １１：００　～　２０：００　(最終入店１９：３０)

http://hachineko.jp/
〒193-0845
東京都八王子市初沢町1298-5 
丸子ビル2F

JR京王線高尾駅南口徒歩1分 開催日：水・土・日・祝日(年末年始を除く） 13:30～17:00

http://www.nekocafe-leon.com/
〒210-0023
神奈川県川崎市川崎区小川町13-21 
セコロTステージ202

JR川崎駅より徒歩5分 11:00～20:00 年中無休 2013年

http://www.neko-shiki.net/ https://www.youtube.com/channel/UC6iDFsUhPCwl_3zZk-TuiXA?sub_confrmation=1
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口1-20-10　
東方ビル３Ｆ

東急田園都市線 溝の口駅
ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅

12：00～20：00 定休：毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日定休日）
※小学生未満入場不可、小学生は保護者同伴が必須 2012年03月

https://oshirigaomusubi.com/
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-13-1
北原不動産ビル6階

横浜駅徒歩10分 営業時間13時～20時 不定休 2016年12月

保護猫の家＊ARIGATO http://ameblo.jp/73akiko/ https://www.youtube.com/channel/UCgZnRCV3iP9NIBCd6TPl1SA?sub_confrmation=1
〒221-0802
神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-29-16
エミネンス白楽2F

地下鉄ブルーライン岸根公園駅徒歩3分
水・木・金 11:30-19:00
土・日 10:00-19:00
定休日 月・火・第3土曜（水曜日ワークショップ）

2017年02月

http://www.neko-cafe.info/ https://www.youtube.com/channel/UCP7sdTX9IJNna3cagmGmHyg?sub_confrmation=1
〒225-0013
神奈川県横浜市青葉区荏田町1150-40
白亜館２階

電車・バスご利用の場合
　東急田園都市線「江田駅」から徒歩15分
　横浜市営地下鉄「センター南」からバス「富士塚」バス停から徒歩３分

営業時間　午前11時～午後8時
定休日月曜日・木曜日 2014年11月

mfmf (モフモフ) http://catcafe-mfmf.com/
〒231-0017
神奈川県横浜市中区港町2-9-4
関内幸和ビル6Ｆ

平日12：00-20：00　休日10：00-20：00 京浜東北線　関内駅北口　徒歩１分
みなとみらい線　馬車道駅　徒歩８分 2016年09月

http://www.cat-miysis.com/ https://www.youtube.com/user/catcafemiysis?sub_confrmation=1 〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町6-99-2F

JR関内駅　徒歩６分
横浜市営地下鉄　伊勢佐木長者町駅　徒歩４分
京急電鉄　日ノ出町駅　徒歩８分

月～金　12：00～20：00　土・日・祝　11:00～20:00
定休日：不定休 2009年03月

http://www.nekocafe-leon.com/
〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1-46 
桜木町ビル３F

JR桜木町駅「北１出入口」より野毛ちかみちを通って
「南2B」出入口目の前、ラーメン屋「一蘭」さんのビル3階です。 11:00-20:00 年中無休 2016年

http://www.wanekocafe.com/ 〒238-0043
神奈川県横須賀市坂本町6-3

京浜急行汐入駅から徒歩２０分。
※汐入駅前バスロータリーから『池上経由衣笠行き』又は『湘南国際村センター前行き』の
バスに乗車（乗車時間約5分）『坂本郵便局』下車　徒歩３分　
※JR横須賀線でお越しの方はJR横須賀駅前バスロータリーから『池上経由衣笠行き』

営業時間　12：00～19：00 定休日　月曜日・金曜日
月曜日が祝日の場合、月曜日は営業し翌日の火曜日は休みます。 2015年08月

http://www.nekocafe-leon.com/
〒248-0006
神奈川県鎌倉市小町２丁目1-21 
原ビル２F

鎌倉駅東口から徒歩5分 11:00-20:00 年中無休 2015年

https://www.kamakuranekonoma.com/
※土曜は予約不要　（定休日） 水曜・祝日
月火木金　13：00 ～ 17：00 予約制
　　土　　13：00 ～ 17：00 ★ふれあいDAY★
　　日　　10：00 ～ 13：00 予約制

●鎌倉駅と藤沢駅を結ぶ江ノ電バス・京浜急行バスの「打越（うちこし）バス停」下車徒歩３分
●鎌倉大仏（高徳院）より徒歩10分　
●江ノ電長谷駅より徒歩20分　●JR・江ノ電鎌倉駅より徒歩30分

営業時間:11：00～18:00（ラストオーダー17：30）
◆定休日 : 毎週月曜日と第2・第4火曜日
（定休日が祝日の場合は休まず営業致します）

2016年05月

https://shounyaan.amebaownd.com/ １２：００から１９：００まで（最終入店１８：００）
定休日は金曜日

ＪＲ東海道本線　藤沢駅下車　北口徒歩１分　
小田急江ノ島線　藤沢駅下車　北口徒歩１分 2016年1月26日より休業中。ブログは引き続き更新中。

キャットラウンジ
猫の館ＭＥ http://nekonoyakata.me/ https://www.youtube.com/channel/UCkO4L_ttGXU0kYgy_lvBfRQ?sub_confrmation=1

予約制
https://happy-wildcats.com/news
よりご確認ください。

■ＪＲ京葉線・新浦安駅から　おさんぽバス　舞浜駅行き「市役所入口・郵便局前」下車徒歩2~3分
■東西線浦安駅から 東京ベイシティバス　6番　舞浜駅行き「東野一丁目」下車徒歩1分　
または4・8・12番　ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ方面行きともに「市役所入口・郵便局前」下車徒歩2~3分

営業時間13：00 − 20：00　土・日・祝 11:00～19:00
休館日　火・水 2013年04月

http://nekonoie-yasuragi.com/ 〒336-0026
埼玉県さいたま市南区辻2-25-10

JR武蔵浦和駅　バス停で、南浦08 南浦和駅西口行
（辻五反田 経由）に乗って、六辻（むつじ）まで。六辻バス停から徒歩3分。

月、火、木:18:00-20:00　金:14:00-20:00　　土:16:00-20:00
定休日：水・日・祝日

http://tierheim-saitama.org/ https://www.youtube.com/channel/UCGUWB3eGdYfEzHtiuRBc28A?sub_confrmation=1 〒337-0014
埼玉県さいたま市見沼区大谷780

JR大宮駅東口から国際興業バス 大谷県営住宅行「大谷」下車 徒歩1分
駐車場3台あり。※要事前確認

※土曜は予約不要　（定休日） 水曜・祝日
月火木金　13：00 ～ 17：00 予約制
　　土　　13：00 ～ 17：00 ★ふれあいDAY★
　　日　　10：00 ～ 13：00 予約制

https://ameblo.jp/7888344080777/
http://inagakiah.com/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%8C%AB%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89/

https://www.youtube.com/channel/UCmLv54hc3vC1J3E7ecYjRRg?sub_confrmation=1
〒343-0816
埼玉県越谷市弥生町３−４３
プラザシティ越谷4F

１２：００から１９：００まで（最終入店１８：００）
定休日は金曜日 2019年05月

http://catcafe.jp/shop_musashino.html
https://neko-parents.amebaownd.com/
https://neko-parents.amebaownd.com/pages/1446481/page_201711231144
http://www.roughlough.com/
http://www.tokyocatguardian.org/
http://ameblo.jp/cat-sprt/
http://nyann-puku.jimdo.com/
https://www.youtube.com/channel/UClwePHwr4S6Xl52G_ji5JPA?sub_confirmation=1
https://ameblo.jp/love-happy-cat
http://ameblo.jp/hakobuneko2/
http://hachineko.jp/
http://www.nekocafe-leon.com/
http://www.neko-shiki.net/
https://www.youtube.com/channel/UC6iDFsUhPCwl_3zZk-TuiXA?sub_confirmation=1
https://oshirigaomusubi.com/
http://ameblo.jp/73akiko/
https://www.youtube.com/channel/UCgZnRCV3iP9NIBCd6TPl1SA?sub_confirmation=1
http://www.neko-cafe.info/
https://www.youtube.com/channel/UCP7sdTX9IJNna3cagmGmHyg?sub_confirmation=1
http://catcafe-mfmf.com/
http://www.cat-miysis.com/
https://www.youtube.com/user/catcafemiysis?sub_confirmation=1
http://www.nekocafe-leon.com/
http://www.wanekocafe.com/
http://www.nekocafe-leon.com/
https://www.kamakuranekonoma.com/
https://shounyaan.amebaownd.com/
http://nekonoyakata.me/
https://www.youtube.com/channel/UCkO4L_ttGXU0kYgy_lvBfRQ?sub_confirmation=1
https://happy-wildcats.com/news
http://nekonoie-yasuragi.com/
http://tierheim-saitama.org/
https://www.youtube.com/channel/UCGUWB3eGdYfEzHtiuRBc28A?sub_confirmation=1
https://ameblo.jp/7888344080777/
http://inagakiah.com/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%8C%AB%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89/
https://www.youtube.com/channel/UCmLv54hc3vC1J3E7ecYjRRg?sub_confirmation=1


51 ハッピーワイルドキャッツ

52 ファニーキャット 西武新宿線 狭山市駅西口　徒歩５分

53

54

55 ねこ日和

56 アニマルエイド

https://happy-wildcats.com/ 〒349-0144
埼玉県蓮田市椿山3-25-6

JR東北本線 蓮田駅から徒歩25分
朝日バス 椿山バス停前

予約制
https://happy-wildcats.com/news
よりご確認ください。

2014年08月

https://cafe-funnycat.amebaownd.com/ https://www.youtube.com/channel/UCqUm2jkP4fCKOg0hq32N7VA?sub_confrmation=1 〒350-1305
埼玉県狭山市入間川１－１７－１５

【営業時間】１２：００～１８：３０（最終受付１８：００）
【定休日】月曜日 2015年06月

きゃりこSOYOCAふじみ野店 http://www.catcafe.jp/shop_musashino.html
〒356-0056
埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-87
ショッピングセンターソヨカふじみ野２F

東武東上線 ふじみ野駅より西口。
線路沿いの道路を南へ徒歩約5分。 ■営業時間：11:00～20:00（最終入店　19：30） 2020年02月

nikemin house https://nikemin.jimdo.com/
〒358-0002
埼玉県入間市東町１－２－１２　
ジョンソンタウン 平成ハウス９号

西武池袋線 入間市駅徒歩18分
ジョンソンタウン内

毎週・土曜 / 日曜 / 祝日のみ営業してます。　
午前11時～午後5時
※保護猫カフェではありませんが保護猫の里親さん募集もしています。

2015年08月

http://www.tkrdcsup.jp/nekobiyori/ 〒359-1131
埼玉県所沢市久米2170-5

西武池袋線「西所沢駅」より徒歩約15分
西武池袋線／新宿線「所沢駅」西口より徒歩25分

火、水、金 10：00～16：00　土、日 10：00～17：00
　定休：月、木　　※祝日はお休み

http://kanaboo.wix.com/aniei 〒362-0064
埼玉県上尾市小敷谷720-6

・JR上尾駅西口から東武バス 西上尾第二団地行きバス乗車
「ままがみ」下車　徒歩１分
・車の場合　　シェルター向かいに駐車場あります

開放時間 13：00～17：00まで ※16：00までにお越しください
お休みする場合もありますので、ブログでスケジュールをご確認ください。

https://happy-wildcats.com/
https://happy-wildcats.com/news
https://cafe-funnycat.amebaownd.com/
https://www.youtube.com/channel/UCqUm2jkP4fCKOg0hq32N7VA?sub_confirmation=1
http://www.catcafe.jp/shop_musashino.html
https://nikemin.jimdo.com/
http://www.tkrdcsup.jp/nekobiyori/
http://kanaboo.wix.com/aniei
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