
支援物資のご報告   （２０１６年１２月）
月日 都道府県 お名前

12月1日 大阪府 市橋様 新聞紙 ドッグフード キャットフード
12月2日 千葉県 本多様 新聞紙
12月2日 東京都 土居様 お菓子

12月3日 東京都 （株）子育てのミカタ キャットフード
12月3日 千葉県 高木様 新聞紙
12月3日 愛知県 近藤様 ブランケット 新聞紙 キャットフード
12月3日 千葉県 小川様 ドッグフード キャットフード 爪とぎ
12月4日 千葉県 相澤様 サビ取りタワシ ホースノズル
12月4日 茨城県 常総カントリー倶楽部 新聞紙
12月4日 東京都 松浦様 犬の服
12月5日 京都府 森様 キャットフード Phコントロール ウェットフード
12月5日 栃木県 松浦様 新聞紙
12月5日 神奈川県 萩原様 猫砂 お菓子
12月6日 千葉県 本多様 クリップ
12月6日 東京都 佐々木様 w/d ウェットフード キャットフード
12月6日 千葉県 小林様 ペットシート 猫用おもちゃ ウェットフード
12月7日 千葉県 舟崎様 猫砂
12月7日 千葉県 福間様 新聞紙 除菌シート ポリ袋
12月9日 千葉県 新山様 キャットフード
12月10日 千葉県 大和田様 猫缶 ウェットフード
12月10日 京都府 細田様 キャットフード
12月10日 千葉県 須藤様 猫砂 キャットフード 猫おやつ
12月10日 千葉県 米本様 キャットフード 猫缶
12月11日 千葉県 大和田様 ダイエットサポートフード 猫缶
12月11日 千葉県 本吉様 お菓子
12月11日 愛知県 近藤様 新聞紙 ブランケット
12月12日 千葉県 大和田様 新聞紙 毛布 切手
12月14日 千葉県 西森様 ウェットフード メタボリックドライフード 高齢用ウェットフード
12月15日 千葉県 大和田様 猫缶 ウェットフード
12月15日 千葉県 吉野様 キャットフード 猫砂
12月17日 千葉県 薄井様 キャットフード
12月17日 東京都 土居様 ポインセチア
12月17日 千葉県 津花様 キャットフード
12月18日 千葉県 相澤様 お菓子 年賀状
12月18日 千葉県 木村様 洗剤
12月19日 千葉県 大野様 猫砂
12月19日 千葉県 松崎様 猫砂

ご寄付物資



12月19日 千葉県 鈴木様 お菓子
12月21日 千葉県 木幡様 キャットフード ウェットフード 猫用ミルク 猫用おやつ ホッカイロ
12月21日 千葉県 松崎様 猫缶
12月21日 愛知県 近藤様 ブランケット キャットフード 新聞紙
12月22日 千葉県 松崎様 ウェットフード
12月22日 千葉県 林様 猫缶
12月22日 千葉県 仲村様 カイロ ドッグフード 犬のおやつ
12月22日 東京都 土居様 お菓子
12月22日 千葉県 高橋様 新聞紙
12月22日 東京都 堀様 猫缶 ウェットフード ペットシート 猫砂
12月22日 千葉県 北島様 猫缶 キャットフード ウェットティッシュ ケージ
12月23日 千葉県 古越様 キャットフード
12月23日 千葉県 鈴木様 猫缶 キャットフード
12月24日 千葉県 森様 キャットフード
12月25日 千葉県 鈴木様 新聞紙 キャットフード 犬のおやつ
12月25日 千葉県 柳生様 y/α缶 ｙ/αドライフード おもちゃ 首輪

12月25日 千葉県 大門様 猫用おやつ

12月25日 埼玉県 田中様 おやつ

12月25日 千葉県 田中様 ペットフード

12月25日 千葉県 穴山様 トイレ
12月25日 千葉県 志津様 トイレ
12月25日 山本様 猫缶 ウェットフード
12月28日 千葉県 大和田様 新聞紙
12月30日 千葉県 相澤様 新聞紙 お菓子 正月飾り
12月30日 千葉県 香川様 キャットフード
12月31日 匿名 猫用トイレ 猫缶
12月31日 千葉県 鎌田様 タオル
12月31日 千葉県 仲村様 猫砂 ハンドソープ キャットフード ウェットフード


