
支援物資のご報告   （２０１５年９月）
月日 都道府県 お名前
9月1日 千葉県 三澤様 新聞紙 ウェットフード

9月1日 千葉県 木村様 キャットフード おやつ ペットシーツ 猫用ベッド 猫用トイレ

9月1日 千葉県 木村様 ウェットフード 猫用おもちゃ

9月3日 高野様 新聞紙

9月4日 静岡県 今川様 消化器サポートフード i/dドライフード 仔猫用ドライフード 仔猫用ウェットフード ウェットフード

9月4日 静岡県 今川様 新聞紙 ポリ袋 仔猫用ドライフード

9月4日 千葉県 佐藤様 トイレットペーパー 猫砂 ウェットフード 洗濯用洗剤 キャットフード

9月4日 千葉県 佐藤様 ポリ袋

9月4日 茨城県 常総ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部様 新聞紙

9月5日 千葉県 木幡様 ウェットフード 猫用おやつ

9月7日 千葉県 大和田様 ハガキ 切手 新聞紙 猫用おやつ

9月7日 埼玉県 吉成様 キャットフード

9月7日 千葉県 井上様 猫砂

9月8日 千葉県 福間様 新聞紙

9月9日 千葉県 木幡様 猫用ミルク 液状おやつ かつお ウェットフード 高齢用ウェットフード

9月9日 千葉県 木幡様 仔猫用ウェットフード

9月11日 東京都 五味川様 ペットシーツ 肝臓サポートウェットフード スープ 肝臓ケアキャットフード 高齢用ウェットフード

9月11日 東京都 五味川様 猫砂 つめとぎ 猫缶 犬猫用高栄養パウダー

9月14日 千葉県 山崎様 猫砂 高齢用キャットフード ウェットフード

9月14日 千葉県 西川様 猫砂 つめとぎ

9月14日 千葉県 橋本様 乾電池

9月15日 千葉県 滑川様 キャットフード ウェットフード ペットシーツ

9月15日 千葉県 遠山様 シーツ

9月15日 千葉県 宮原様 猫用キャリーバッグ

9月15日 埼玉県 若松様 猫用サプリ

9月15日 千葉県 木幡様 ウェットフード おやつ 花 仔猫用ウェットフード 猫用ミルク

9月16日 千葉県 本多様 新聞紙

9月16日 栃木県 松浦様 新聞紙

9月17日 不明 猫缶

9月18日 千葉県 西森様 ドッグフード 猫砂 ポリ袋

9月20日 千葉県 三上様 猫砂 キャットフード 猫缶 新聞紙 タオル

9月20日 埼玉県 松田様 ウェットフード 猫用おやつ

9月20日 東京都 石橋様 猫砂 つめとぎ 新聞紙

9月21日 千葉県 田渕様 ウェットフード 猫用おやつ 高齢用キャットフード 猫砂

9月21日 千葉県 山本様 猫砂 キャットフード ティッシュペーパー
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9月21日 千葉県 とりい様 新聞紙

9月21日 千葉県 武内様 猫砂 キャットフード

9月21日 神奈川県 萩原様 新聞紙 猫砂 おかし キャットフード

9月21日 京都府 田中様 猫缶 キャットフード 新聞紙

9月22日 千葉県 本多様 つめとぎ

9月22日 千葉県 坂和様 ペットシーツ 犬缶 仔猫用ドライフード 猫用おやつ

9月22日 千葉県 田渕様 新聞紙

9月23日 千葉県 山口様 カレンダー

9月23日 田中様 トイレットペーパー キャットフード 仔猫用ドライフード ウェットティッシュ 洗濯用洗剤

9月23日 千葉県 牧之瀬様 新聞紙 タオル

9月23日 千葉県 木幡様 ビニール袋 液状おやつ ウェットフード 猫用ミルク 仔猫用ウェットフード

9月23日 千葉県 相澤様 犬用おやつ ドッグフード ティッシュペーパー

9月23日 千葉県 大和田様 新聞紙

9月23日 千葉県 宮原様 猫砂

9月24日 千葉県 大和田様 ビニール袋 新聞紙

9月25日 千葉県 堀様 猫砂

9月25日 東京都 川村様 キャットフード 高齢用キャットフード

9月26日 埼玉県 大町様 高齢用キャットフード 腎臓サポートキャットフード

9月26日 埼玉県 常総ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部様 新聞紙

9月26日 アマゾン 猫砂

9月27日 千葉県 本多様 プチプチシート

9月27日 千葉県 チロル様 新聞紙

9月27日 愛知県 近藤様 新聞紙 ポリ袋 ドッグフード リード 猫缶

9月27日 愛知県 近藤様 ウェットフード

9月27日 千葉県 ムック様 包装用袋 ビニール袋

9月28日 千葉県 大和田様 猫砂

9月29日 埼玉県 上野様 新聞紙 シーツ

9月29日 千葉県 渡辺様 つめとぎ 猫砂 猫用パウチ

9月29日 千葉県 塩谷様 新聞紙

9月29日 千葉県 木幡様 液状おやつ ウェットフード 猫用ミルク 猫缶 かつお

9月29日 千葉県 木幡様 仔猫用ウェットフード

9月30日 東京都 株式会社レティシアン様 猫缶 キャットフード
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