
支援物資のご報告   （２０１３年０７月）
年　月　日 都道府県 氏　名 ご寄附物資

7月1日 東京都 紺野様 猫グッズ

7月1日 千葉県 向後様 お菓子

7月2日 千葉県 中村様 洗剤

7月2日 茨城県 増島様 ドライフード

7月3日 東京都 三上様 そうめん

7月3日 東京都 林様 ゆずジュース

7月3日 埼玉県 中澤様 猫缶 ハーブ

7月3日 千葉県 鎌田様 タオル

7月3日 千葉県 木幡様 猫缶

7月4日 千葉県 荒殿様 お菓子

7月4日 神奈川県 田村様 ドライフード 猫缶 お菓子

7月7日 東京都 近藤様 タオル 猫缶

7月7日 千葉県 石山様 猫砂 ドライフード

7月7日 千葉県 池下様 ウェットティッシュ

7月8日 群馬県 新井様 事務用品 ウェットティッシュ

7月9日 東京都 川原様 カーペットクリーナ

7月10日 東京都 荻島様 ドライフード 猫缶

7月11日 千葉県 小林様 洗剤

7月11日 神奈川県 清野様 ドライフード

7月12日 神奈川県 松元様 猫グッズ

7月14日 神奈川県 阿久津様 文具

7月14日 千葉県 渡辺様 スイカ 猫砂
7月14日 千葉県 林　様 ドライフード その他



7月15日 千葉県 石毛様 猫砂 ドライフード

7月15日 千葉県 青柳様 猫砂 コピー用紙 洗剤 洗濯バサミ

7月15日 東京都 竹山様 プリンターインク 事務用品

7月16日 埼玉県 上野様 パソコン

7月17日 千葉県 小林様 猫砂

7月17日 千葉県 中村様 洗剤

7月17日 千葉県 服部様 プリンター　 プリンター部品 掃除機

7月17日 千葉県 倉田様 猫缶

7月17日 千葉県 夏海様 ドライフード

7月17日 千葉県 宮本様 猫缶

7月17日 千葉県 大島様 猫缶

7月17日 千葉県 中込様 猫グッズ

7月17日 三重県 川合様 お菓子 署名

7月18日 神奈川県 松元様 カロリーエース ドライフード

7月18日 千葉県 武藤様 ティッシュペーパー ガムテープ

7月18日 千葉県 桜井様 ドッグフード

7月18日 千葉県 加藤様 ドライフード 猫缶 湯たんぽ

7月19日 神奈川県 伊藤様 カロリーエース

7月19日 神奈川県 田村様 カロリーエース

7月19日 神奈川県 松元様 カロリーエース

7月19日 千葉県 西山様 カロリーエース

7月20日 千葉県 小林様 掃除機

7月20日 千葉県 松田様 AD缶 猫缶 カロリーエース

7月20日 埼玉県 田中井様 ドライフード カロリーエース

7月20日 千葉県 秋葉様 ドライフード カロリーエース



7月20日 千葉県 土肥様 猫砂 ドライフード 猫の家

7月21日 東京都 寺沼様 猫缶

7月21日 東京都 天野様 ＵＳＡの猫グッズ

7月21日 埼玉県 深町様 カロリーエース

7月21日 千葉県 斎藤様 ドライフード ガムテープ オモチャ

7月21日 千葉県 和泉様 カロリーエース

7月23日 千葉県 川名様 カロリーエース 猫缶

7月24日 東京都 フラン動物病院

川﨑様 猫・犬ドライフード

7月24日 千葉県 渡辺様 カロリーエース

7月24日 宮城県 林　様 爪とぎ 紙おむつ

7月25日 千葉県 粕谷様 猫・犬ドライフード 猫･犬缶詰

7月25日 千葉県 林　様 カロリーエース ドライフード

7月26日 千葉県 加藤様 ドライフード 猫砂 昆布

7月26日 神奈川県 横田様 ドライフード タオル

7月27日 茨城県 高木様 猫・犬ドライフード

7月27日 広島県 平井様 お菓子

7月27日 千葉県 小松様 猫・犬ドライフード

7月27日 神奈川県 伊藤様 テッシュペーパー

7月28日 千葉県 渡辺様 猫缶 猫砂 腎臓サポート 毛布

7月30日 千葉県 長島様 ティッシュペーパー ドライフード a/d缶

7月30日 千葉県 川名様 ドライフード お菓子

7月30日 神奈川県 三石様 猫用ケージ トイレ タオル

7月30日 千葉県 中村様 ミルク


