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[ テキレボねこマップ！とは ] 

通算三回目、オンライン初開催のイベント内有志企画。 

今回は史上最多 90 作品が大集合！ 

各ブースにてあなたの来訪を待っています。 

是非さがして、愛でて（案内や試読を楽しんで） 

お気に入りの子はカートへご招待してくださいね！ 

-------------------------------------------------------- 

なお、上記の購入専用サイトでは当マップ掲載作品を 

タグ【猫をさがす】で一括検索できます！ 

Ver.3 

[ ねこマップ作品カタログ、制作中！ ] 

マップ 1 枚では登場ねこの皆様を掲載しきれないので、主催（有馬-19・化屋月華堂）の頒

布物として無料配布します。お買い物のついでにぜひカートへ入れてくださいね。 

https://text-revolutions.com/event/
https://plag.me/c/textrevo_ex2
https://text-revolutions.com/staffdaikou/


２「テキレボねこマップ！」掲載サークル＆ねこ作品一覧 ２ 

ブース サークル名 作品名 登場猫紹介（一部抜粋） 

ふ 万座-01 花うさぎ ひとのうわさ   ※品切れになりました アンソロのなかの一話に出てくる不思議な黒猫 

エ 別府-04 口達者同盟 『ぬいぐるみは見た！』より 

「ニワトリ危機一髪！」 

「本物の猫ＶＳニセモノの猫」 

ニワトリのぬいぐるみと出会う気ままな野良猫 

猫ぬいぐるみは、尻尾の長い、姿勢を動かせないぬいぐるみ。 

本物のほうの猫は、気が強い雑種 

さ 嬉野-15 カタリベ 有栖川茶房（全 3巻セット） ぶなぶな鳴く、黒いぶちのある太い白猫が登場します 

マ 嬉野-39 明後日の午後 私とネコ 三毛の喋るオス猫 

チ 有馬-03 三日月パンと星降るふくろう 猫芸者の宿―あるペロリストの酒記 4ー サビ猫ロックや近江ねこ正宗、猫芸者などにゃんの名前を冠したお酒 

ぼ 有馬-05 まよなかラボラトリー けだまアンダーザベッド 

すややかもっぷアクリルスタンド・けだましおりセット（グッズ） 

猫ではないファンタジー毛玉（挙動は限りなく猫）がメインにいます 

め 有馬-10 アホウドリの祭典。 天晴猫日和 黒猫さくら！ 三毛猫こなつ！ ヤンチャな飼い猫二匹 

つ 有馬-11 蒼球歯車 石妖契約奇譚（１～３） 火車の石妖が登場。猫好きの陰陽師と猫も出てきます 

わ 有馬-18 アールワークス エクスリブリス・クロニクル 物語の中に現れる猫、ある象徴としての猫、もちろんリアル猫も 

年の差(BL)アンソロジー JEWEL GARDEN 9 作中 2 作が、猫の登場する話です。ファンタジー猫と日常猫 

300字 SS アンソロジー  

奇想図鑑～300字の標本箱～ 

20 本中 2 本が、不思議な力を持った猫の話です。どちらもかわいい 

です！ 

を 有馬-19 化屋月華堂 化屋ブースの裏側レポート れぼんちゃんぬいぐるみ＆その制作を邪魔する猫の写真レポート 

も 有馬-31 チューリップ庵 仔猫ちゃんといっしょ（１～３） 三毛の仔猫・タケコ。小さくて賢くて、愛されています 

は 有馬-36 象印社 ねこのはなし（１・２） ハートフル猫短編集。小説の他、猫エッセイと外猫写真も 

月の子 ―ふたご座星の乙女― 世界を守るため、魔女と離れて暮らしている使い魔の黒猫 

う 洞爺湖-01 シュガーアイス 夏（写真集） 野良ねこちゃんの写真 

バ 熱海-03 月ノ杜舎 睡蓮は迷霧に眠る（１・２） 主人公が飼ってる、灰色の猫型魔獣。クールな性格。魔法使い猫 

た 熱海-21 めがね文庫 可愛いのは猫ですか?～冷徹部長の溺愛事情～ 茶トラの、雌猫。名前はトラ子 

フ 玉造-03 藤墨倶楽部 猫又花魁異聞 猫又で花魁なキャラが出てきます！ 

ぺ 登別-01 ショボ～ン書房 銀の波、金の月～妖精屋 3～ 二足歩行する猫型の妖精「猫人」が出ます 

や 稲取-01 やまいぬワークス 猫の都合をきいてきて なずな（元野良猫）、猫の島として有名な田代島の猫たち 

デ 稲取-05 天狗の会文芸部門分科会 「ねこねこ通信」（『もめごと』他、合同誌に掲載） スーパービビリなシュリ様、神経質な甘え上手アナキン 

ゆ 稲取-06 無伴奏エクリチュール 『夢想集』より｢讃美歌は雪の村に舞い降り｣ 車椅子の老婦人に飼われている猫 

が 稲取-26 タヌキリス舎 コネコビトシリーズ（本４作品＋手紙） コネコビトとは、ニンゲンになりたい、むかしはネコだった存在 

か 稲取-29 アンブロシア計画局 死神のサイコアナリシス 牛柄模様の子猫、ミルクロ。たこ焼き屋《黄昏丸》で飼われることに 

ほ 稲取-30 fishy_words ショートストーリー よく喋るネコを揃えてます！ 

雨の日 少女のそばにお猫様 

ア 稲取-42 コハク燈 寄せ植え vol.2 真っ白で少し臆病な野良猫が出てきます。人懐っこい女の子です 

猫アンソロジー「手のひらに猫」 お話ごとに個性豊かな猫が登場します。視点も置かれた立場もさまざまです 

り 箱根-01 勇者斡旋所 国王と七音の旋律 ～ムジーク王国設定集～ ムジーク王宮の国王執務室下に迷い込んだ野良猫です 

べ 箱根-10 Harcot あかり・イン・にゃんだーランド〈上巻〉 主人公の愛猫「うにたん」／猫耳猫しっぽの人たち／やたら巨大な異世界猫 

ぴ 箱根-13 ひとひら、さらり 草刈忍者 ONE Week 黒猫ですが、耳と手足の先が白いです。遊びたいさかりの子猫（男の子）です 

ぁ 箱根-17 雨の庭 真昼の月の物語（１～７） 白い子猫の姿をした光の神ティナが出てきます 

へ 箱根-25 空想工房 Letters ～春嵐の窓辺～ 酒場の女主人に愛されている黒猫のノアル 

ケ 箱根-27 鏡の森 こもりうた 廃屋に住み着いた猫さんと、悪魔状の翼を持ったケット・シー型端末の猫さん(？) 

ぱ 箱根-33 黒川庵 猫のあしあと 願った相手を呪い殺す化け猫さま、死人にセールスする黒猫など 

我が愛しのエルジェベート 純血のロシアンブルーが四匹 

イ 箱根-46 赤妖精舎 ねこもり草子 時の帝に愛された黒ねこと、百年前に死んだ白ねこ 

な 箱根-48 千美生の里 魔剣士サラ=フィンク 猫目か猫耳を持つ「ハーフキトゥン」が登場 

す 箱根-54 砂色オルゴール ひよっこ魔法使いは黒帽子（漫画） 魔法学園の寮長の使い魔ララ。白くてふわふわ長毛の猫の姿 

あ 箱根-55 月燈文庫 〈王の知恵〉のマルジナリア 白黒二匹の姉妹猫が出て来ます。主人公の妹分の扱い 

ま 箱根-56 らいとにんぐにゃんこ 魂を導く物語 夏 黒猫とミケと長毛の猫 

ハ 箱根-62 四季彩堂 クレイズモアの探偵と音楽の種 魔法学校で代々引き継がれる"探偵"の相棒。人語を解し、探偵とともに暗躍します 

る 箱根-65 AL-Mina plus 怪異を拾えば猫が儲かる 白くてでかくてもふもふの猫（の姿を基本的にとっている怪異） 

ど 箱根-67 a piacere 箱入り猫・留雄の はじめてのおつかい 化け猫一家の化けられない末っ子猫・留雄くん 

い 草津-04 和菓子 note うちの猫たち 雑種猫♂2 匹 ほちゃぽちゃしてます 

て 銀山-14 一服亭 さまよいジャック 主人公のお姉さん格の猫と、キーとなる友達思いの猫 

『絶望の向こう側』より「夢みる BOY」 残された主人公の友人として二匹の猫が出てきます 

の 鳴子-09 日本ごうがふかいな協会 『平成バッドエンド』より｢猫にコンドーム｣ 複数場面に川べりに寝そべるねこが登場します 

と 鳴子-13 別館 1617 狐のいない海 でっかい茶トラの「ちゃー」、アメショの若猫「蒼」 

piggiesagogoのシームレスなあみぐるみ 「ふくふくまるねこ」と「Spiral Cat」が掲載。作り方付き 

み 鶯宿-01 ふぉとばしょ しましましっぽのへちま（１～３） 

へちま写真しおり・ポストカード各種（グッズ） 

町の片隅に落ちていた「へちま」。今では超やんちゃな女の子に 

「テキレボねこマップ！」主催：化屋月華堂   企画紹介ページ http://www.gekkado.jp/trex2-catsmap.html 

（2021/3/1時点） 
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