
201２年
12月分

年月日 都道府県 氏名

12月1日 千葉県 白川様 ドライフード

12月1日 千葉県 吉田様 ドライフード 布 その他

12月1日 茨城県 保田様 ドライフード

12月2日 東京都 森田様 木材製ケージ

12月1日 匿名 釜石アマゾン扱い 猫砂

12月4日 宮城県 伊勢様 ドライフード

12月4日 神奈川県 佐竹様 ドライフード 猫砂

12月5日 東京都 川口様 ミルク

12月5日 埼玉県 けいし様 販売用猫グッズ

12月6日 神奈川県 松元様 テッシュペーパー猫砂 コーヒー

12月6日 東京都 木村様 子猫ドライフード 猫缶 マット おもちゃ

12月8日 千葉県 服部様 ドライフード子猫 大人用 猫缶

12月9日 千葉県 地曳様 お菓子

12月9日 千葉県 平野様 クリアファイル 猫缶 洗剤 猫ベッド

12月9日 神奈川県 末永様 ドライフード

12月10日 千葉県 君島様 ドライフード お菓子

12月11日 千葉県 川村様 ドライフード 猫砂

12月11日 埼玉県 田中様 猫砂

12月11日 東京都 川口様 猫グッズ 猫の用品

12月11日 和歌山県 名田右様 ドックフード コロコロ

12月12日 千葉県 高木様 ＨＰコントロール　猫砂

12月13日 東京都 相馬様 猫の本

12月13日 神奈川県 畑中様 プリンターインク

12月14日 千葉県 高山様 ドライフード 爪とぎ

12月14日 東京都 鈴木様 ハンモック

12月14日 千葉県 藤井様 犬ドライフード

12月15日 千葉県 相澤様 お米

12月15日 匿名 匿名様　アマゾン 猫砂

12月16日 千葉県 松田様 ドライフード ティッシュ ウェットティッシュ トイレ

12月16日 千葉県 塩谷様 お菓子

12月17日 埼玉県 高橋様 ペットシーツ ぬいぐるみ ホッカイロ タオル コロコロ ちり取り

12月18日 不明 藤田様 猫砂

12月18日 埼玉県 けいし様 猫グッズ チラシ

援助物資



12月18日 宮城県 林様 福袋用猫グッツ 療養食 ウェットテッシュ

12月19日 千葉県 三上様 マグカップ

12月20日 広島県 新田様 シクラメンの花

12月21日 中込様 猫グッズ

12月22日 神奈川県 松元様 犬の缶詰
12月22日 千葉県 白川様 ドライフード ＵＤ／ＩＤ缶
12月22日 東京都 小峰様 お菓子
12月22日 千葉県 和泉様 ウエットテッシュ お菓子
12月23日 神奈川県 松元様 猫グッズ 文具
12月23日 神奈川県 秋元様 ドックフード ペットシーツ ペットシャンプー 水入れ 猫缶
12月23日 千葉県 齋藤様 ケージ３台
12月23日 千葉県 白川様 猫グッズ 首輪 財布＆バック
12月23日 千葉県 佐久間様 ドライフード
12月24日 千葉県 石川様 毛布
12月24日 神奈川県 塩田様 ドックフード
12月24日 埼玉県 北山様 テッシュペーパー洗剤
12月24日 埼玉県 米沢様 テッシュペーパードライフード
12月24日 千葉県 福田様 お菓子
12月25日 千葉県 木村様 猫のベッド 毛布
12月26日 埼玉県 赤塚様 切手
12月26日 埼玉県 笹岡様 子猫ドライフード
12月26日 千葉県 小林様 ドライフード
12月26日 千葉県 小八重様 トイレットペーパー
12月26日 千葉県 中村様
12月26日 東京都 琴坂様 猫グッズ
12月27日 山口県 水野様 テッシュペーパードライフード 子猫缶詰
12月27日 神奈川県 松元様 猫グッズ 雑貨
12月27日 千葉県 西部＆佐藤様 ドライフード オッコパット
12月28日 千葉県 小高様 ニャンコベッド ドライフード 猫缶 オシッコパット
12月28日 神奈川県 伊藤様 ニャンコベッド にゃんこハウス
12月28日 千葉県 鶴岡様 ドライフード お菓子
12月28日 千葉県 堀谷様 ドライフード お菓子
12月28日 東京都 高木様 キャットシャンプー猫缶 猫草 その他
12月28日 埼玉県 古川様 ドライフード
12月28日 大阪府 中尾＆うちの仔様 猫グッズ
12月28日 千葉県 瀬崎様 猫ドライフード 犬ドライフード
12月28日 東京都 氷見様 お菓子 菓子パン
12月28日 埼玉県 塚本様 猫ドライフード 犬ドライフード 猫砂
12月28日 東京都 中村様 ドライフード 猫砂
12月28日 千葉県 宮内様 ドライフード 洗剤
12月30日 神奈川県 伊藤様 ウエットテッシュ ドライフード
12月30日 千葉県 白川様 猫のベッド お菓子 コーヒー
12月31日 千葉県 安楽様 ケージ大１台
12月31日 東京都 出頭様 お菓子
12月31日 千葉県 中村様 キャリーケース
12月31日 千葉県 中村様 犬ドライフード


