
支援物資のご報告   （２０１５年１月）
月日 都道府県 お名前
1月1日 千葉県 岡田様 猫グッズ

1月1日 千葉県 和泉様 ウェットフード ポリ袋

1月1日 千葉県 木村様 キャットフード 犬おやつ 犬用缶詰

1月2日 千葉県 穴山様 キャットフード

1月2日 千葉県 加瀬様 キャットフード 猫用ウェットフード

1月2日 千葉県 久保田様 キャットフード キャリーバッグ 猫グッズ

1月3日 千葉県 阿部倉様 仔猫用ウェットフード ウェットティッシュ

1月3日 神奈川県 伊藤様 猫缶

1月4日 千葉県 小泉様 猫砂

1月5日 埼玉県 樋口様 新聞紙

1月8日 千葉県 田辺様 猫砂 ドッグフード キャットフード

1月8日 千葉県 平田様 猫缶

1月8日 神奈川県 太尾様 毛布 キャットフード

1月8日 千葉県 高橋様 新聞紙

1月10日 神奈川県 瀬川様 新聞紙 毛布 マット

1月10日 宮城県 貝塚様 猫缶 猫用ウェットフード ウェットティッシュ トイレットペーパー 布テープ

1月11日 千葉県 服部様 キャットフード 猫砂 パン セーター

1月11日 茨城県 橋本様 キャリーバッグ ウェットティッシュ

1月11日 千葉県 日下様 キャットフード 毛布

1月11日 千葉県 岩﨑様 新聞紙 キャットフード

1月12日 東京都 石井様 猫砂

1月12日 埼玉県 伊藤様 キャットフード

1月12日 東京都 鈴木様 キャットフード

1月13日 千葉県 林様 猫砂 キャットフード ウェットティッシュ

1月15日 東京都 山川様 キャットフード

1月15日 東京都 佐々木様 ウェットフード

1月16日 埼玉県 波多野様 キャットフード 洗剤

1月17日 東京都 井上様 シート リード 猫砂

1月17日 東京都 鈴木様 子供用スリッパ 紙袋 湯たんぽ

1月17日 東京都 鈴木様 ウェットティッシュのカバー スポンジ 洗剤 猫ミルク

1月18日 千葉県 三橋様 キャットフード

1月18日 千葉県 米村様 ウェットフード

1月18日 東京都 野依様 ウェットフード

1月18日 茨城県 根本様 キャットフード

1月18日 東京都 髙木様 猫ハウス 夏用マット
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1月18日 千葉県 みけちゃん様 ドッグフード

1月19日 千葉県 梅林様 キャットフード

1月20日 千葉県 保坂様 ウェットフード

1月20日 千葉県 木幡様 ウェットフード おやつ

1月20日 神奈川県 匿名様 ドッグフード

1月21日 千葉県 本様 ハンモック ウェットフード

1月22日 東京都 鈴木様 チョコレート

1月22日 千葉県 西森様 猫砂 猫缶 仔猫用ウェットフード

1月24日 三重県 松下様 猫用パウチ

1月24日 千葉県 みけちゃん様 ニャンモック つめとぎ

1月25日 千葉県 本多様 新聞紙

1月25日 千葉県 林様 紙砂 猫砂 ポリ袋 ネコ缶 アルコールシート

1月25日 千葉県 岡根様 高齢用フード ウェットフード 糖ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｰﾄﾞ ペットシーツ おやつ

1月26日 千葉県 木内様 ドッグフード 紙砂 仔猫用フード

1月26日 千葉県 佐藤様 洗濯ばさみ 消毒用アルコール きりふき

1月27日 埼玉県 重高様 絵画

1月27日 岡山県 秋山様 猫パウチ ポリ袋

1月28日 千葉県 白鳥様 ネコ缶 ペットシート ゴミ袋 キャットフード 猫砂

1月28日 千葉県 白鳥様 ウェットフード

1月28日 神奈川県 匿名様 ポリ袋 猫砂

1月28日 アマゾン 猫砂

1月28日 千葉県 加瀬様 ハンモック キャットフード

1月28日 千葉県 藤川様 ドッグフード 仔猫用フード Phコントロール キャットフード ブラシ

1月28日 千葉県 藤川様 猫缶 洗濯バサミ

1月28日 埼玉県 上野様 猫用シャンプー 体温計

1月29日 神奈川県 黒川様 キャットフード ニボシ

1月29日 千葉県 松田様 ハンモック

1月30日 東京都 日清ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ ネコ缶 キャットフード
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