
支援物資のご報告   （２０１６年２月）
月日 都道府県 お名前

2月1日 東京都 橋本様 子猫用キャットフード 猫缶 おやつ

2月1日 千葉県 林様 猫缶

2月2日 栃木県 近藤様 猫用おやつ キャットフード

2月2日 千葉県 山本様 子猫用ウェットフード 子猫用缶 ウェットシート

2月2日 千葉県 松岡様 ハガキ

2月2日 千葉県 小林様（GALLIちゃん） つめとぎ かつおぶし ブランケット 哺乳瓶 犬用おやつ

2月3日 千葉県 木幡様 花 猫用おやつ 子猫用ミルク ウェットフード 猫缶

2月3日 千葉県 鈴木様 キャットフード

2月5日 千葉県 西森様 ポリ袋 水飲み用器

2月5日 京都府 細田様 ゴミ袋 ポリ袋 ペットシート チョコレート 絵葉書

2月6日 千葉県 中村様 タオル 洗剤 ハガキ ボールペンインク ポリ袋

2月6日 千葉県 中村様 クリップ

2月6日 栃木県 松浦様 新聞

2月6日 不明 アマゾン W/dドライフード

2月6日 京都府 細田様 W/dドライフード

2月7日 埼玉県 須藤様 新聞 猫缶

2月7日 神奈川県 山本様 キャットフード 猫缶

2月8日 千葉県 大和田様 新聞

2月8日 千葉県 小野寺様 猫用おやつ 猫缶 ウェットフード

2月9日 千葉県 木村様 猫缶 ウェットティッシュ 猫用ベッド ウェットフード 猫缶

2月9日 千葉県 木村様 ゆたんぽ 猫用おもちゃ 毛布

2月9日 和田様 W/dドライフード ポリ袋

2月10日 千葉県 大和田様 キャットフード

2月10日 千葉県 大矢様 新聞紙 つめとぎ 猫用ベッド

2月10日 アマゾン W/dドライフード

2月11日 千葉県 小嶋様 猫用サプリメント 猫ウェットフード 猫おやつ

2月11日 東京都 橋本様 猫缶 キャットフード 猫砂 犬おやつ ドッグフード

2月11日 千葉県 相澤様 犬おやつ

2月12日 千葉県 榎本様 ギフトカード

2月12日 千葉県 村上様 タオル 猫用かつおぶし ハガキ 子猫用缶詰 ウェットフード

2月12日 千葉県 相澤様 フラットファイル 単4電池 テープ

2月13日 東京都 鈴木様 猫砂 猫用おやつ ペットシーツ

2月13日 千葉県 西森様 猫砂 キャットフード 猫用w/d缶

2月13日 千葉県 大和田様 キャットフード ボックスティッシュ
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2月13日 愛知県 松波動物病院様 Phｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｰﾄﾞ 消化器ｻﾎﾟｰﾄ

2月14日 千葉県 本多様 プリンターインク

2月14日 千葉県 大和田様 猫用W/dドライフード

2月14日 東京都 河田様 ペットシート キャットフード 犬用の服 猫用おやつ 腎臓サポートフード

2月14日 東京都 河田様 手袋 ポリ袋 リード シーツ 猫缶

2月14日 東京都 河田様 シャンプー 食器

2月15日 千葉県 大和田様 ハッピーMD

2月15日 千葉県 福間様 新聞紙

2月16日 千葉県 大和田様 つめとぎ 高齢猫用フード

2月16日 千葉県 木幡様 かつお カイロ ウェットフード おやつ 高齢用猫缶

2月16日 千葉県 木幡様 猫用ミルク

2月17日 千葉県 大和田様 ウェットティッシュ

2月18日 千葉県 佐藤様 切手

2月19日 千葉県 宮原様 紙砂

2月19日 千葉県 柴田様 キャットフード ドッグフード

2月20日 千葉県 杉本様 猫砂 キャットフード ウェットティッシュ

2月20日 東京都 ㈱レティシアン様 キャットフード

2月20日 千葉県 山村様 キャットフード 猫砂

2月21日 千葉県 本多様 プリンターインク

2月21日 愛知県 近藤様 猫用おやつ 猫缶 つめとぎ 新聞紙

2月21日 兵庫県 西岡様 猫用w/dフード 猫用w/d缶

2月21日 千葉県 嶋様 猫缶

2月22日 匿名 猫用おやつ

2月23日 千葉県 新山様 キャットフード 箱ティッシュ 猫缶 つめとぎ

2月23日 茨城県 磯部様 猫缶 キャットフード 洗剤

2月23日 愛知県 舟越様 シーツ タオル

2月23日 茨城県 常総ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ様 新聞紙

2月23日 アマゾン 猫砂

2月24日 千葉県 本多様 プリンターインク

2月24日 埼玉県 横田様 シーツ タオルケット

2月24日 千葉県 福間様 ウェットティッシュ 切手 ビニール袋

2月25日 東京都 原田様 猫缶 猫ウェットフード 猫砂

2月26日 静岡県 今川様 子猫用ウェットフード 高齢猫用ウェットフード 成猫用ウェットフード

2月26日 千葉県 北島様 キャットフード 高齢用猫缶 高齢猫用ウェットフード

2月27日 上野様 新聞紙



2月27日 福島様 お菓子


