
支援物資のご報告   （2015年8月）
月日 都道府県 お名前

8月1日 宮城県 貝塚様 新聞

8月3日 神奈川県 岩井様 c/dフード おやつ ウェットフード 切手 封筒

8月3日 千葉県 荻島様 フロントライン ドッグフード ペットシーツ 新聞紙 高齢用ドッグフード

8月3日 千葉県 有本様 w/dフード

8月4日 東京都 永島様 洗剤 洗濯ばさみ アルコールシート ボールペン タオル

8月4日 東京都 高屋様 猫砂 ウェットフード キャットフード

8月4日 匿名 写真用紙 名刺用紙 文房具 すのこ

8月5日 千葉県 石井様 お菓子

8月5日 木幡様 猫用おやつ ウェットフード

8月6日 東京都 鈴木様 写真用紙 紙袋

8月7日 千葉県 本多様 猫砂

8月7日 千葉県 佐藤様 お菓子 キャットフード ウェットフード 猫砂

8月8日 千葉県 高橋様 猫砂

8月8日 アマゾン 高齢猫用ウェットフード

8月8日 千葉県 ムック様 新聞紙

8月9日 千葉県 富永様 キャットフード トイレットペーパー 爪とぎ 新聞紙 ペットシート

8月9日 千葉県 富永様 薬等

8月9日 千葉県 ムック様 サドル 新聞紙

8月9日 千葉県 畔上様 お菓子

8月9日 千葉県 ムック様 新聞紙

8月10日 千葉県 伊藤様 キャットフード 紙砂

8月10日 千葉県 林様 猫缶

8月11日 千葉県 大倉様 キャットフード

8月11日 東京都 今井様 猫砂 キャットフード

8月11日 神奈川県 萩原様 猫砂 キャットフード スタッフ用飲み物

8月11日 東京都 長野様 キャットフード ウェットフード 猫缶 猫用療法食

8月11日 千葉県 みけちゃん ジュース

8月12日 千葉県 木幡様 ウェットフード 高齢用ｳｪｯﾄﾌｰﾄﾞ ささみ 猫用おやつ

8月12日 千葉県 西川様 猫砂

8月13日 千葉県 上谷様 猫砂 キャットフード

8月13日 千葉県 平林様 猫砂 キャットフード

8月13日 千葉県 ムック様 新聞紙

8月14日 埼玉県 竹平様 新聞紙

8月14日 千葉県 加瀬様 新聞紙 キャットフード 高齢猫用フード

8月14日 千葉県 林様 猫缶

8月15日 東京都 牟田様 新聞紙 キャットフード 洗濯洗剤

8月15日 千葉県 相澤様 スープ状フード 犬用おやつ
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8月15日 栃木県 松浦様 新聞紙

8月16日 千葉県 西村様 s/dフード キャットフード

8月16日 千葉県 甲斐様 キャットフード 栄養ドリンク

8月16日 東京都 竹山様 キャットフード

8月17日 茨城県 常総ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ様 新聞紙

8月17日 東京都 石井様 キャットフード

8月18日 千葉県 鈴木様 猫用ミルク

8月19日 千葉県 仲村様 ドッグフード ハガキ 犬用缶詰 ウェットティッシュ

8月19日 千葉県 大和田様 新聞紙 キャットフード ビニール袋

8月19日 大阪府 市橋様 新聞紙

8月19日 田渕様 紙砂

8月19日 千葉県 木幡様 ウェットフード スープおやつ 紙砂

8月20日 千葉県 中村様 洗剤 ウェットフード

8月21日 千葉県 本多様 ファイル プリンターインク

8月21日 千葉県 渡辺様 猫砂 猫用おやつ お菓子

8月22日 千葉県 西森様 キャットフード ポリ袋 敷物 おもちゃ

8月22日 千葉県 久保田様 新聞紙 紙砂

8月23日 千葉県 奥澤様 犬用缶詰

8月23日 千葉県 宮原様 紙砂

8月23日 千葉県 宮原様 キャットフード

8月24日 千葉県 大和田様 紙砂

8月25日 千葉県 大城様 w/dフード 切手 仔猫用フード ポリ袋 ハガキ

8月25日 千葉県 大城様 猫用介護食 ウェットティッシュ ペットシーツ ウェットフード

8月26日 千葉県 鷲尾様 雑貨 文房具

8月26日 千葉県 宮原様 猫砂

8月27日 東京都 嶋崎様 新聞紙

8月27日 東京都 星野様 新聞紙

8月28日 千葉県 安樂様 猫用トイレ 猫用ベッド

8月29日 東京都 永島様 シーツ タオル 新聞紙 食器洗剤

8月29日 東京都 中田様 犬用オムツ

8月29日 東京都 (株)レティシアン様 ペットフード

8月30日 千葉県 本多様 新聞紙

8月30日 千葉県 三上様 キャットフード 新聞紙 サプリメント 洗濯用洗剤

8月31日 栃木県 松浦様 新聞紙


