
支援物資のご報告   （２０１６年６月）
月日 都道府県 お名前

6月1日 千葉県 大和田様 カツオ 高齢用ウェットフード 箱ティッシュ

6月1日 東京都 ㈱レティシアン様 キャットフード 猫缶

6月1日 千葉県 畔上様 トイレクイックル

6月2日 千葉県 大和田様 猫砂

6月2日 大阪府 大釜様 タオル 猫用おやつ

6月3日 大阪府 市橋様 新聞紙 犬、猫用おやつ 犬用ウェットフード キャットフード ウエットフード

6月4日 千葉県 三上様 ウエットティッシュ エビオス ビオフェルミン 手作りケーキ

6月5日 深澤様 キャットフード

6月5日 千葉県 津花様 キャットフード

6月7日 千葉県 福間様 除菌シート ポリ袋 新聞紙

6月7日 千葉県 木幡様 猫用ミルク キャットフード ウエットフード 高齢用ウエットフード

6月8日 神奈川県 金子様 キャットフード 退院用サポート缶 粉末飲料 猫用おやつ キャットフード、

6月8日 神奈川県 金子様 a/d缶

6月8日 千葉県 奥澤様 消毒液 お花

6月8日 千葉県 本多様 殺鼠剤

6月10日 千葉県 佐藤様 a/d缶 猫缶 腎臓サポートフード 猫用牛乳

6月10日 東京都 土居様 お菓子

6月10日 千葉県 西森様 キャットフード ウエットフード 犬缶 カツオ

6月11日 茨城県 常総カントリークラブ様 新聞紙

6月12日 千葉県 大和田様 キャットフード

6月12日 埼玉県 八島様 腎臓サポートおやつ キャットフード 消臭剤 コロコロ

6月13日 東京都 宇佐美様 消化器サポート おやつ

6月14日 千葉県 大和田、細谷様 新聞紙

6月14日 千葉県 玉置様 猫砂

6月14日 アマゾン W/ｄフード

6月14日 東京都 横田様 W/ｄフード

6月14日 神奈川県 藤本様 W/ｄフード

6月15日 けいし様 チラシ ウエットフード

6月15日 千葉県 松崎様 W/ｄフード バイオチャレンジ 猫おやつ

6月16日 西岡様 W/ｄフード

6月16日 栃木県 松浦様 新聞紙

6月16日 ㈱リーグイル　松崎様 インクカートリッジ インクカートリッジ回収箱

6月17日 千葉県 蔵重様 切手 はがき

6月17日 千葉県 岡田様 キャットフード

6月17日 千葉県 本多様 ウイルス対策ソフト
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6月18日 東京都 伊藤様 キャットフード

6月18日 千葉県 ワタナベ 腎臓サポートフード ポリ袋

6月19日 千葉県 本多様 バスタオル

6月19日 千葉県 伊青様 キャットフード

6月19日 埼玉県 須藤様 キャットフード 猫缶

6月19日 埼玉県 森様 キャットフード 新聞紙

6月19日 千葉県 菊地様 w/dフード

6月19日 千葉県 山本様 キャットフード ウエットフード 猫用流動食

6月19日 千葉県 松崎様 猫砂

6月19日 千葉県 西森様 新聞紙 猫用おやつ ポリ袋 キャットフード

6月20日 千葉県 本多様 ゴミ袋 猫用ふりかけ プリンターインク

6月21日 東京都 佐々木様 子猫用トイレ 袋 猫用おやつ ウエットフード 新聞紙

6月22日 千葉県 木幡様 猫用おやつ ウエットフード 猫缶 猫用牛乳

6月22日 千葉県 畔上様 猫ベッド

6月22日 東京都 日清ペットフード 犬用おやつ キャットフード ウエットフード

6月23日 千葉県 林様 猫缶

6月23日 北海道 松本様 キャットフード 犬猫用ふりかけ

6月23日 埼玉県 上野様 新聞紙

6月23日 千葉県 北島様 キャットフード 猫缶 ウエットティッシュ

6月24日 京都府 細田様 a/d缶

6月25日 千葉県 渡邉様 キャットフード

6月26日 千葉県 田中様 ウエットフード ペットシーツ キャットフード

6月26日 愛知県 近藤様 消臭スプレー タオル 首輪 ブランケット 新聞紙

6月26日 愛知県 近藤様 ドッグフード キャットフード a/d缶

6月26日 埼玉県 吉成様 キャットフード

6月27日 京都府 細田様 ポリ袋

6月28日 千葉県 西森様 w/dフード

6月29日 京都府 細田様 シリンジ

6月29日 東京都 ㈱レティシアン様 ペットフード

6月30日 東京都 榊原様 犬猫の薬 ビニール袋


