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Eliška Kubíková

photographer,

from Praha
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@eluch

instagram.com/eluch
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Alice Gao

photographer,

from New York
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@alice_gao

instagram.com/alice_gao
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Sweets

新しいお菓子と昔ながらのお菓子。猫にまつわるかわいいお菓子を

集めてみました。ファンシーすぎず、シンプルで素朴、アイデアに

あふれ、そして老舗ならではの味わい。猫がモチーフになっている

だけで、猫好きなら誰もがついつい手にとってしまいたくなるもの

ばかり。そんな愛らしいお菓子たちをご紹介します。



招福最中 ／ 500 円 （6 個入り・ 税別）東京都世田谷区宮坂3-12-2

亀屋

招福最中

伝統的な和菓子や創作菓子などを手がける昭和13年に東京・経堂
に創業した老舗和菓子専門店『亀屋』。創業者の菩提寺で井伊直
弼の先祖・直孝と猫にまつわるストーリーをもつ豪徳寺の境内には、
古くから縁起ものとしてたくさんの招き猫がまつられていることは
よく知られている。その招き猫をかたどった、一口サイズの最中は
猫和菓子界の永遠のスタンダード。味はこしあん、白あん、つぶあん
の三種類。最中の色はそれぞれピンク、白、焦がしの三色が揃う。福
福しい猫のお菓子を一口食べれば幸が訪れることは間違いがない。
伝統ある和菓子として世田谷みやげにも認定されている。
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cineca

cineca.si

k a l i k a l i

映画のシーンやストーリーからインスピレーションを得た、一見お
菓子には見えないアーティスティックなお菓子を手がけるcineca。
猫のペットフード、“カリカリ”をモチーフにしたクッキーはcinecaの
人気商品。フランス映画『メルシィ！人生』のなかで、まだミルクしか
飲めない子猫の将来を想像してつくったもの。猫も見間違えるほどに
カリカリにそっくりな小粒のクッキーは、型からオリジナルで探して
つくっている。味は甘さ控えめのチョコレート味。猫気分で一粒食べ
れば、大好きな猫ともっと仲良くなれるかもしれない。

kalikali ／ 600 円 （税別）
※ kalikaliの形状は変更する可能性がございます

23 24



Calico

calico-store.com

ネコ三姉妹クッキー

ネコをモチーフとした焼き菓子を多く手がける、京都にある焼き菓子
工房“キャリコ”。ネコ三姉妹クッキーは、素材の持ち味を生かして
こんがりと焼き上げた、粉の味をしっかり楽しむことのできる、さっ
くりとした食感に特徴があるバニラ味のクッキー。どこかとぼけて
いて、食べてしまうのが惜しくなる、ネコの表情をよくとらえた微妙に
異なる個性をもった三姉妹の猫たちが愛らしい。店名のキャリコは
三毛猫の意味。自身もネコと暮らす菓子職人、橋川結子さんがつくる
お菓子には優しさと遊び心があふれている。

ネコ三姉妹クッキー ／ 200 円 （税別）
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建築士と猫の関係は黒い蜜の味がする

渡辺紀昌

と

クロミツ

name of man

job

age

name of cat

breed of cat

age

town

city

country

Norimasa Watanabe

Architect

35

Kuromitsu

Mix

5

Tsujido

Kanagawa

Japan

スマートグリットや水素エネルギー、10年先我々の生活はどんなふうに変わるだろう。

渡辺紀昌さん（35歳）は、港区の設計事務所に勤務する気鋭の若手建築士。

彼はCGやアニメを駆使し、近未来のライフスタイルをわかりやすくプレゼン

テーションしてくれる。こうした最新の手法は、さまざまなデザインコンペ（競技

設計）を数多く手がけたことで会得したらしい。『鉄は熱いうちに鍛えろ』という

ことわざがあるように、男は、卒業後の数年間でひと通りの仕事を覚えたら、

仕事の数をがむしゃらにこなすのが良い時期がある。渡辺さんが、半野良状態

の子猫だったクロミツと出会ったのは、まさにそんな人生の多忙期となる30歳

のときだった。この5年間で、渡辺さんは転職でキャリアアップし、3度の引っ越し、

そして奥様となるファッションデザイナーのキュートな女性と出会い、現在は湘南

の潮風が気持ちよく抜ける集合住宅で落ち着いた生活を始めた。いっぽうクロミ

ツは、最初こそふとんを2度買い替えさせる失敗をやらかしたが、環境の激変にも

めげずに、成熟。見ず知らずの子猫2匹にお乳を与えて育てるなど、未婚の乳母の

経験までして、今はご夫婦の真ん中に寝そべり『子はカスガイ』役をこなしている。

「ぼくとクロミツの関係は、溺愛というものとは少し違う気がする。徹夜や出張が

あり家を空ける事が多い。海外へ3カ月出ていても、家に帰れば必ずベッドへもぐ

りこんでくる。それがすごく愛しくて旅の疲れが吹き飛びます」と、目がほころぶ。

家庭ではおだやかだが仕事には妥協しない男と猫の関係は、アンミツの黒蜜がけ。

そのココロは、甘さ抑えめで滋養は深い！
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男と猫。
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パリのル・マレ地区。ヴィラルドゥワン通り、骨董品好き
な骨董のような夫婦の住むアパートのガレージに住み着
いた黒猫。名前はエスペラント語で「猫」を意味するムー
ンヌ。好物は台所の缶詰、行きつけの豚肉屋から持ち
帰るスモークサーモンの蒸し身、信じられないようなペー
ストの残り、さらにはキャビアの壺の底の方…。つまり
ほとんどパリジェンヌ。戦時中はパリのレジスタンス組
織に属していたという作者ならではのパリ路地裏の細か
い描写、そしてムーンヌのブルジョワっぷりが読みどころ。

『黒猫ムーンヌ』

フィリップ・ラグノー／著

中西真代／訳

1994 年

平凡社

諏訪 優／著

1977年

白川書院

エゴン・マチーセン／著

瀬田 貞二／訳

1965年

福音館書店

ヴァル・シャフナー／著

ヒラリー・ナイト／画　長岡 沙里／訳

1984 年

二見書房

名前： ムーンヌ
種類： ？
性別： ♀
好物： グルメ缶詰

アメリカのビート・ジェネレーション詩の翻訳でも知
られる詩人・諏訪優と、オス猫のリンゴと恋人のべべ、
その子どものクロ三匹との同居物語。猫への扱いも彼
らの人への態度もクールで、成熟した親子のよう。猫
たちが食べるものは、鶏のレバーにご飯にかつお節、
生節（ナマリ）…。つまり人が食べているのはなんでも。
ちなみにコーラとせんべいはおやつだというのだから
恐れ入ります。

『たかが猫というけれど』

名前： リンゴ
種類： シャム猫
性別： ♂ 
好物： コーラとせんべい

ねずみの国を探して旅にでた青い目のシャム猫。彼の
いいところは徹底的な楽観主義。青い目をバカにされ
ても、意地悪をされても気にしません。食べものだっ
て、ハエ一匹、蚊一匹、あぶらむし一匹でも十分、ソー
セージなんてあろうものならもう大満足。そんな彼が
犬の背に乗り、ねずみの国を見つけます。「人と違う
ことを気にせず、自分らしく」みたいな絵本の教訓も、
空腹を抱えた彼がねずみの国で行うであろう殺戮シー
ンを想像すると霞んでしまいます。

『あおい目のこねこ』

名前： ミンケ
種類： シャム猫
性別： ♂ 
好物： ソーセージ

マンハッタンにあるアルゴンキン・ホテルのラウンジ
に実際に住み着いた名物猫、ハムレットの話。文壇の
名士たちが集うこの由緒あるホテルで、彼は気持ちの
いいソファ、おいしい魚、気の合う仲間に囲まれた生
活を送っています。普段は残り物のサーモンやチキン
なんかを食べて、誕生日にはパーティが開かれます。
猫が違和感なく話すのに驚くのは最初だけ。鳴き声も
「ムルーン」だっていうのだから、鼻持ちならない気
取りっぷりです。

『猫ほどすてきな商売はない。』

名前： ハムレット
種類： ?
性別： ♂ 
好物： サーディンやキャビア

vol .1

“好物”

selected & tex t by

Hiroshi Eguchi

Cats on the pages

「料理する獣はいない」と、スコットランドの作家、ジェイムズ・ボズウェルは言いました。  

「料理は動物と人間の線引きをする象徴的行為」と、評論家のレヴィ＝ストロースは言い

ました。しかし、本当にそうなのでしょうか？  本の中の猫たちは、自分で料理をしない

までも、人間が懸命に料理したものを時に賢く手に入れ、時に貢がせ、何不自由なく食

しています。人は料理をするようになって、今まで狩りに充てていた時間とエネルギーが

文化や産業を生み出したとも言われます。では、人間から食材を調達し、余った時間で

猫は何を生み出すのでしょう？  本の中に悠々と暮らす猫たちの好物を集めました。

31 32Cats on the pagesFavorite food Cats on the pages Favorite Dish



Healthcare

Dr. Soshin Yamamoto

01 WATER 猫は砂漠地帯に住んでいたリビアヤマネコを祖先としているため、少ない水分で生き残れるように進化しました。そのため猫
は今日でも他の動物に比べて飲水量が少ないです。少量の水分で生活できる代償として、泌尿器の病気になりやすくなってし
まいました。適切なお水を十分に飲むことは、猫の健康に非常に大切です。

3 流れるお水

4 食事

1 トレイの配置

フードの隣にお水用のトレイを置くことが多い
ですが、実はこれ、猫にとってはあまり嬉しく
ありません。フードの隣に置いてもいいですが、
気軽に寄れるお気に入りスポットの近くや通り道
などに複数箇所水飲み場を設置しましょう。

猫のヒゲは敏感なので、水を飲むときにヒゲが
つかないトレイが良いとされています。深すぎ
ない、口の大きなお皿が良いでしょう。

蛇口から流れる水を好む猫もいます。流れて
いる水は新鮮であることを本能的に知って
いるのでしょう。市販の猫用ファウンテンを
試してみましょう。

同じ食事の量でも1回の量を減らし、食事回数
を増やすと 1 日あたりの飲水量が増えることが
研究により証明されています。

水分が不足すると腎臓病や尿路結石になりやすくなりますし、病気の進行・再発を予防する上でもしっかりお水を飲んで
もらいたいです。高齢猫だけじゃなく早い時期からお水環境を整えてあげることで、将来の健康・長寿に繋がるでしょう。
さらに、愛猫に沢山お水を飲んでもらうコツを 4つご紹介致します。

お水環境を整えて、健やかに過ごしましょう

2 トレイのサイズ

水道水の臭いを嫌う猫もいますので、ミネラルウォーターを与える場合もあるでしょう。その際は水の硬度に気をつけましょう。
カルシウムやマグネシウムなどが多く含まれる硬水は猫の尿路結石の発生率を高めます。そのため硬度が低い軟水を選びま
しょう。硬度 70mg/L 以下であれば安心です。また、1日 2回、夏場は 1日 3回交換しましょう。

お水選びは硬度に注意

3433 Healthcare HealthcareWater Water



Contributors Projects

1951年 東京生まれ。雑誌編集者、新聞記者を経て服飾評論家に。豊富な経験と知識を元
に、“自ら買って、試して、書く”を信条とする。著書に『酒脱自在 おとなとしてシックに服と
付き合う本』（中央公論新社）、『背広のプライド』（亀鑑書房）など。趣味の裁縫技術を生
かし、捨てないお洒落を実践中。

遠山  周平 服飾評論家

Shuhei Tohyama

フォトグラファー TAKA MAYUMIに師事。2009年 渡英、2012年の帰国後、super sonic
（現 W）に所属。シャープでクリーンな写真を得意とし、ファッションや広告を中心に活躍中。

MASAY UKI ICHINOSE フォトグラファー

www.w tok yo.co.jp/ar tist /masayuki-ichinose

Living 1 - 16 text : 加藤 孝司

“Cat S treet” 17 - 18 photography : Gottingham

poster illustration : fancomi

location : SOOO dramatic!

Sweets 19 - 26 text : 加藤 孝司

photography : Gottingham

painting : Satsuki Shibuya

“ l ife with cat” 27 - 28 illustration : fancomi

男と猫。 29 - 30 word : 遠山 周平

photography : MASAYUKI ICHINOSE (W)

edit & direction : 権守 剛 (W)

Cats on the pages 31 - 32 book select & text : 江口 宏志

Healthcare 33 - 34 drection & text : 山本 宗伸

illustration : 竹田 嘉文 (TA AH)

デザイン学校卒業後、2002年に渡独。帰国後にファッションブランドの販売と広報を経て、
現在はクリエイティブカンパニーWのディレクターとしてPR関連を担当。

権守  剛 ディレクター

www.w tok yo.co.jp/pr_consultingTakeshi Gonnokami

東京生まれ。デザイン、アート、建築などについて雑誌やウェブに執筆。2006年よりジャ
ンル横断的なweblog『FORM_ stor y of design』を運営。共著に『時間のデザイン』
（鹿島出版会）。私生活では家族と愛猫・ジャスパー（ブリティッシュショートヘア）ととも
に暮らしている。

加藤  孝司 デザインジャーナリスト

form-design.jugem.jpTakashi Kato

ロサンゼルス生まれ。有形、無形との間にある、まだ知られざる領域を探求して表現を
試みている。水彩画を使用し、自然、エネルギー、日々を描く。絵画と言葉を通し、人間
の心に潜む平和、調和、地球への感謝を思い出す誘因であるよう願う。

Satsuki Shibuya 画家、スピリチュアル思想家

www.satsukishibuya.com

ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーション修士準備課程修了（写真）。デンマークでの
滞在制作を経た後、ARCUS Projectにてアーティスト・イン・レジデンスプログラム等の
企画・運営に従事。2012年、株式会社ゴッティンガムを設立以降、様々な領域における
プロジェクトのビジュアルやドキュメントの制作に携る。

Got tingham フォトグラファー

got tingham.comGosuke Sugiyama

1980年  埼玉生まれ。2004年  A&A青葉益輝広告制作室  入社。現在イラストレーターと
して多くの個展、グループ展で作品を発表、その他広告・書籍・雑誌・CD・グッズ展開な
どジャンルに捕われず幅広く活動中。第3回グラフィック「1 _ W A L L」ファイナリスト。
2013年  ELVIS PRESSよりアートブック『BOKU no HON』を出版。

fancomi イラストレーター

www.fancomi.com

19 82年生まれ。愛知県名古屋市出身。大学卒業後、デザイン事務所でモーショングラ
フィックデザイナーとして勤務。2010年よりイラストレーターとして独立。雑誌、書籍を
中心に活動。

竹田  嘉文 イラストレーター

www.taah.netYoshifumi Takeda

著書に『ハンドブック』（学研）、『ない世界』（木楽舎）など。ZINEとginが好き。

江口  宏志 フリーの本好き

Hiroshi Eguchi www.hiroshieguchi.com

日本大学獣医学科外科学研究室卒。Syu Syu CAT Clinicで副院長を務め、現在は研修の
ためニューヨークの猫専門病院所属。2016年春、猫専門病院 Tokyo Cat Specialistsを
開院予定。

山本  宗伸 獣医師

tok yocatspecialists.jpSoshin Yamamoto
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