
支援物資のご報告   （２０１９年９月）
月日 都道府県 お名前

9月2日 千葉県 前島様 サプリ
9月2日 匿名 ウェットフード 猫砂 ウェットティッシュ ティッシュ
9月5日 千葉県 松岡様 キャットフード 猫砂 ペットシート
9月5日 千葉県 鈴木様 キャットフード
9月5日 東京都 北爪様 ウェットフード
9月6日 千葉県 八木様 花
9月8日 東京都 北爪様 ウェットフード かつお
9月8日 Amazon 猫砂
9月10日 長野県 清水様 キャットフード
9月11日 飯野様 ウェットフード
9月11日 赤塚様 ウェットフード 猫用おやつ
9月12日 千葉県 佐藤様 ウェットフード
9月12日 東京都 宮崎様 ウェットフード
9月12日 千葉県 八木様 ウェットフード 猫缶など
9月12日 千葉県 横尾様 ウェットフード 猫用おやつ 切手 はがき
9月12日 東京都 柏村様 ウェットフード
9月12日 神奈川県 藤本様 ウェットフード 猫用おやつ
9月12日 東京都 小林様 ライト キャットフード 猫砂 電池 水
9月13日 千葉県 大門様 キャットフード 水 ウェットフード 電池 ごはん
9月13日 千葉県 大門様 猫砂
9月13日 埼玉県 能島様 アルコールティッシュ キャットフード 猫砂 水 ティッシュ
9月13日 埼玉県 能島様 毛布
9月13日 東京都 齋籐様 ウェットフード
9月13日 神奈川県 加瀬様 キャットフード ビニールシート タオル 猫砂
9月13日 千葉県 鈴木様 キャットフード ドッグフード
9月14日 宮崎様 水
9月14日 千葉県 福間様 猫砂
9月14日 埼玉県 けいし様 キャットフード 猫砂 電池
9月14日 神奈川県 緒方様 キャットフード 水
9月14日 千葉県 橋本様 キャットフード 猫缶 タオル
9月14日 Amazon キャットフード
9月14日 埼玉県 佐貫様 猫砂 キャットフード 水
9月14日 助川様 キャットフード 水
9月14日 千葉県 中山様 ガソリン キャットフード 水 ご飯 猫砂
9月14日 千葉県 菅原様 キャットフード ティッシュ
9月14日 神奈川県 福田様 猫用おやつ 水 お茶
9月14日 神奈川県 野口様 キャットフード ウェットフード ティッシュペーパー 水 ごはん
9月15日 東京都 又八木様 キャットフード 猫砂 ビニール袋
9月15日 神奈川県 石倉様 キャットフード
9月15日 匿名 キャットフード ウェットフード
9月15日 千葉県 下様 キャットフード ウェットティッシュ
9月15日 Amazon 猫砂
9月15日 東京都 坂倉様 猫用おやつ
9月15日 東京都 柏村様 ウェットフード 猫用おやつ 猫砂 かつお
9月15日 東京都 松浦様 猫用おやつ

ご寄付物資



9月15日 坂倉様 猫砂
9月15日 神奈川県 山本様 タオル アルコールティッシュ キャットフード トイレットペーパー
9月26日 千葉県 古川様 キャットフード
9月15日 栃木県 柏川様 キャットフード
9月15日 Amazon 猫砂
9月16日 千葉県 中島様 キャットフード 猫缶
9月16日 千葉県 中山様 ライト
9月16日 栃木県 柏川様 キャットフード
9月16日 東京都 坂倉様 ウェットフード
9月17日 千葉県 村上様 猫用おやつ
9月17日 千葉県 中山様 猫用おやつ
9月17日 千葉県 鍛冶様 ごはん 雑貨
9月17日 千葉県 須藤様 猫用おやつ
9月18日 千葉県 西森様 ポリ袋 ドッグフード
9月18日 Amazon キャットフード おやつ
9月19日 東京都 坂倉様 ペット用水
9月19日 千葉県 佐藤様 猫砂
9月19日 東京都 四津谷様 キャットフード
9月19日 Amazon キャットフード
9月19日 Amazon キャットフード
9月19日 千葉県 山戸様 キャットフード
9月19日 千葉県 鈴木様 バッテリー
9月19日 千葉県 ペテモ津田沼店様 猫砂 ペットシート 猫用おやつ
9月19日 東京都 村石様 キャットフード
9月19日 Amazon キャットフード
9月19日 兵庫県 向井様 水
9月19日 千葉県 安樂様 ウェットティッシュ パン
9月20日 千葉県 大和田様 猫用おやつ
9月20日 千葉県 中山様 猫用おやつ
9月20日 千葉県 西森様 消毒液 ウェットシート
9月20日 福井県 SUNDAY　MOUNTAIN様 ライト
9月21日 Amazon 洗剤
9月22日 千葉県 久保様 キャットフード
9月22日 東京都 四津谷様 キャットフード タオル シーツ お菓子
9月22日 東京都 三ヶ島様 猫缶
9月22日 千葉県 西森様 キャットフード
9月23日 千葉県 向井様 タオル 猫砂
9月23日 千葉県 穴山様 キャットフード ウェットティッシュ
9月24日 Amazon 猫砂
9月24日 Amazon 猫砂
9月27日 Amazon 猫砂 アルコールティッシュ
9月28日 匿名 ペットシート 猫砂
9月29日 千葉県 弟子丸様 猫砂
9月29日 Amazon ウェットフード かつお
9月29日 千葉県 小林様 キャットフード 猫用ベッド
9月29日 千葉県 中島様 キャットフード 猫砂


