
支援物資のご報告   （２０１４年１２月）
月日 都道府県 お名前

12月1日 千葉県 武野様 洗剤

12月3日 ？井様 猫おもちゃ ブラシ キャリーバッグ キャットタワー キャットフード

12月3日 ？井様 コーナーハウス おやつ ミルク 猫砂 猫草

12月3日 ？井様 ケージ

12月3日 千葉県 松田様 猫ドライフード

12月4日 東京都 松浦様 猫用ケージ

12月4日 茨城県 磯部様 トイレットペーパー 洗剤

12月5日 千葉県 早川様 キャットフード ドッグフード

12月5日 千葉県 日高様 キャットフード

12月6日 千葉県 吉橋様 3段ゲージ キャットフード 猫砂 トイレ ポストカード

12月6日 千葉県 吉橋様 猫缶

12月6日 千葉県 みけちゃん様 猫砂

12月6日 千葉県 津花様 キャットフード

12月6日 神奈川県 伊藤様 猫缶

12月7日 千葉県 平野様 キャットフード

12月7日 埼玉県 鳥谷部様 タオル

12月7日 君島様 ドッグフード キャットフード

12月7日 千葉県 渡辺様 猫缶 猫用a/d缶

12月10日 千葉県 有本様 仔猫用缶詰

12月10日 千葉県 深山様 仔猫用ウェットフード 猫用a/d缶

12月11日 埼玉県 匿名様 猫缶 封筒 名刺カード

12月11日 千葉県 粕谷様 猫缶 犬缶

12月11日 東京都 榊原様 ドッグフード キャットフード

12月11日 埼玉県 宮川様 犬用おやつ おもちゃ

12月12日 千葉県 小川様 ドッグフード 猫砂 キャットフード ウェットフード

12月13日 千葉県 菅原様 猫砂 キャットフード おやつ

12月13日 宮城県 貝塚様 仔猫用フード

12月14日 千葉県 相澤様 おやつ ドッグフード 新聞紙

12月14日 東京都 込谷様 キャットフード

12月15日 千葉県 西森様 ドライキャットフード

12月15日 神奈川県 匿名様 消化器サポートフード 猫缶 ポリ袋

12月17日 千葉県 本様 キャットフード ウェットフード ウェットティッシュ 毛布

12月18日 茨城県 磯部様 キャットフード 高齢用キャットフード

12月19日 長野県 木内様 キャットフード ハガキ Phコントロール

ご寄付物資
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月日 都道府県 お名前 ご寄付物資

12月19日 千葉県 土橋様 猫缶 おやつ おむつ ウェットティッシュ ハーネス

12月19日 千葉県 土橋様 a/d缶 l/d缶

12月20日 千葉県 原野様 猫缶 つめとぎ

12月20日 東京都 （株）レティシアン様 ドッグフード

12月20日 茨城県 田口様 猫缶 ビニール

12月21日 千葉県 みけちゃん様 消化器サポートフード

12月21日 千葉県 宮原様 ウェットフード ゴミ袋

12月21日 千葉県 千脇様 キャットフード ゴミ袋

12月21日 千葉県 渡辺様 キャットフード おやつ

12月21日 千葉県 畔上様 犬のCD 2枚 猫のCD 8枚

12月22日 栃木県 川田様 猫缶

12月23日 千葉県 千脇様 猫缶
12月23日 千葉県 秋庭様 猫用ウェットフード
12月23日 千葉県 松田様 猫缶

12月23日 東京都 久富様 犬用クリスマスケーキ

12月23日 東京都 山田様 洗剤

12月24日 佐貫様 ドッグフード 猫砂

12月24日 東京都 鶴田様 猫缶 ウェットフード

12月24日 千葉県 加瀬様 猫缶 ウェットフード
12月24日 愛媛県 石川様 みかん
12月25日 東京都 鶴田様 毛布 掃除用具

12月25日 東京都 松居様 猫グッズ お菓子

12月26日 千葉県 山本様 キャットフード ウェットフード おやつ

12月27日 神奈川県 小山田様 猫缶 ドライフード 脱臭シート ウェットティッシュ

12月27日 千葉県 小八重様 仔猫用ウェットフード

12月27日 埼玉県 井深様 猫グッズ
12月27日 千葉県 平原様 猫缶
12月27日 田村様 カロリーエース
12月29日 東京都 佐々木様 ネコ缶

12月30日 神奈川県 高梨様 ウェットフード

12月30日 神奈川県 鈴木様 猫缶 猫グッズ

12月31日 アマゾン ネコ缶 ポリ袋

12月３日にご支援頂きました、？井様におきましては、変換が出来ず、読めなかったため、このようにさせて頂きました。
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