
9月1日 馬場様 大阪府 PHコントロール
9月4日 小林様 千葉県 粉ミルク
9月4日 かとうしこうさま 神奈川県 美術品
9月8日 大箭様 神奈川県 タオル 毛布
9月10日 磯部様 千葉県 ごみ袋 ティッシュペーパー コロコロ
9月10日 福島様 埼玉県 コピー用紙 メン棒
9月10日 相川様 千葉県 粉ミルク
9月11日 鈴木様 東京都 猫缶
9月12日 森様 兵庫県 タオル その他いろいろ
9月12日 上野様 埼玉県 ドライフード
9月14日 徳丸様 神奈川県 タオル ドライフード
9月14日 磯部様 千葉県 コピー用紙 タオル
9月20日 戸叶様 千葉県 タオル
9月20日 飯野様 千葉県 ドライフード 猫缶
9月22日 三浦様 千葉県 タオル
9月23日 小川様 埼玉県 ドライフード タオル 猫缶
9月19日 清水様 東京都 洗濯機
9月25日 磯部様 千葉県 洗剤 ティッシュペーパー 封筒
9月26日 木崎様 東京都 ドライフード
9月25日 鬼久保様 東京都 毛布一組
9月26日 津花様 千葉県 町のごみ袋 その他いろいろ
9月27日 Ｎ社様 東京都 猫缶たくさん
9月28日 渡辺様 神奈川県 ドライフード タオル 毛布
9月29日 菅嶋様 千葉県 お米１０×10k

10月3日 佐藤様 東京都 シーツ 毛布 タオル ティッシュ
10月3日 三輪様 東京都 ドライフード タオル
10月4日 須藤様 タオル シーツ ドライフード
10月1日 とくめい 事務用品
10月6日 原田様 東京都 猫缶
10月7日 栃木原様 栃木県 ドライフード
10月9日 近藤様 東京都 ドライフード 猫砂
10月11日 小林様 栃木県 毛布一組
10月11日 福田様 千葉県 ドライフード
10月11日 松元様 神奈川県 ドライフード 犬のガム 猫缶 コピー用紙
10月11日 佐久間様 千葉県 猫缶多数
10月11日 大河原様 千葉県 猫缶
10月13日 田尻様 福岡県 ドライフード ファイル お菓子
10月13日 小林様 大阪府 毛布一組
10月15日 水野様 茨城県 毛布その他
10月15日 立花様 東京都 文房具 日用品
10月18日 上遠野様 千葉県 猫缶
10月19日 玉置様 神奈川県 タオル
10月19日 塩谷様 神奈川県 猫缶
10月19日 近藤様 東京都 ドライフード ミルク
10月23日 鎗田様 千葉県 事務用品
10月23日 広井様 千葉県 洗剤 ティッシュペーパー 猫缶
10月23日 和田様 神奈川県 タオル
10月24日 とくめい ドライフード
10月25日 廣瀬様 大阪府 Ａ４封筒 パンチ タオル 毛布
10月25日 高井様 北海道 じやがいも たまねぎ
10月28日 小林様 千葉県 あったかい毛布
10月28日 齋藤様 神奈川県 タオル 猫のベット
10月30日 近藤様 東京都 黒猫ぬいぐるみ タオル ウエットティッシュ
10月30日 荒川様 千葉県 ドライフード
10月30日 時任様 千葉県 ドックフード
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11月1日 伊藤様 千葉県 猫缶 ドライフード
11月3日 上遠野様 千葉県 犬のえさ ドライフード
11月3日 佐久間様 千葉県 ドライフード沢山
11月6日 加藤様 千葉県 掃除機
11月5日 山本様 高知県 食品 衣類
11月7日 水嶋様 千葉県 タオル 毛布
11月12日 木崎様 東京都 あったかい毛布
11月13日 田中様 埼玉県 タオル 毛布
11月15日 上遠野様 千葉県 犬のえさ 猫缶
11月17日 近藤様 東京都 文具いろいろ 毛布
11月21日 松本様 東京都 タオル
11月22日 安田様 東京都 ペットケージ
11月23日 上遠野様 千葉県 猫缶
11月24日 上野様 埼玉県 毛布
11月24日 荒川様 東京都 猫グッツ
11月25日 武野様 千葉県 洗剤
11月25日 立花様 東京都 シーツ 耳かき 封筒
11月22日 N社様 東京都 ドライフード沢山
11月28日 福春様 北海道 ドライフード沢山
11月28日 加藤様 埼玉県 りんご
11月30日 秋本様 大阪府 毛布 シーツ 布
11月30日 時任様 千葉県 ドライフード沢山

12月4日 由良様 千葉県 煮干
12月4日 鈴木様 千葉県 のり
12月4日 渡辺様 大分県 じゃげいも にんじん
12月5日 佐久間様 千葉県 ドライフード 猫草
12月5日 工藤様 東京都 文具 猫缶
12月9日 藤瀬様 神奈川県 ドライフード 布テープ コピー用紙 他
12月4日 宮地様 大阪府 タオル その他雑貨
12月14日 相沢様 千葉県 ドライフード
12月15日 今井様 千葉県 カーナビ ドライフード 猫缶
12月15日 中西様 千葉県 猫用ボディタオル 猫用ふりかけ
12月18日 小林様 千葉県 猫用ブランケット
12月18日 原田様 東京都 子猫用ドライフード
12月20日 斉藤様 神奈川県 布 シーツ
12月22日 新田様 広島県 花むらさき 猫グッズ
12月23日 加瀬様 千葉県 タオル
12月23日 黒川様 神奈川県 ドライフード
12月24日 福島様 大阪府 療養えさ
12月25日 飯田様 千葉県 タオル マスク 洗剤 ゴミ袋
12月27日 在原様 千葉県 ドライフード
12月28日 川俣様 千葉県 子猫用ドライフード
12月28日 四津谷様 東京都 タオル その他雑貨
12月29日 出田様 千葉県 ガーフィ巨大なぬいぐるみ
12月29日 松元様 神奈川県 窓の断熱シート 小さい湯たんぽ コピー用紙
12月30日 久郷様 埼玉県 ドライフード
12月30日 氷見様 東京都 バッテラ その他雑貨
12月31日 野口様 神奈川県 ドライフード
12月31日 山口様 東京都 カレンダー50冊
12月31日 相沢様 千葉県 子猫用ドライフード
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