
支援物資のご報告   （２０１３年１２月）
月日 都道府県 お名前
12月1日 千葉県 大矢九華様 ドライフード ペットシーツ ケージ 猫砂

12月1日 千葉県 山本様 ドライフード

12月1日 千葉県 森田様 ドライフード

12月1日 千葉県 君島様 猫･犬用ドライフード

12月2日 千葉県 西森様 ドライフード

12月3日 千葉県 木村様 エビオス 蚊取り・虫除け 消臭剤 消臭袋

12月3日 千葉県 正木様 ドライフード

12月3日 東京都 近藤様 カロリーエース シニア用缶詰

12月3日 千葉県 高橋様 ドライフード 猫缶

12月3日 千葉県 大渕様 コーヒー

12月3日 千葉県 秋庭様 ファンヒーター

12月3日 茨城県 生山様 児童福祉用カード

12月5日 千葉県 反町様 ドライフード

12月5日 千葉県 清水様 ドライフード ティッシュペーパー 猫砂 洗剤

12月6日 東京都 鶴岡様 ホカロン 猫缶

12月6日 神奈川県 室田様 ドライフード

12月6日 千葉県 服部様 スタッフ用セーター ティッシュペーパー

12月6日 不明 不明 ケージ

12月6日 千葉県 高山・小川様 猫･犬用ドライフード ウェットティッシュ 猫砂

12月7日 千葉県 木村様 猫砂 マスク 洗剤 スリッパ

12月7日 埼玉県 赤塚様 ドライフード 文具

12月7日 東京都 宇田川様 ドライフード 子猫用ドライ 子猫用ミルク

12月7日 東京都 川崎様 ティッシュペーパー

12月7日 宮城県 J＆B　上園様 猫用腎不全フード ドライフード 衣類

12月7日 神奈川県 伊藤様 高齢猫用フード

12月8日 千葉県 加藤様 犬用　小屋

12月8日 千葉県 三上様 キャリーバッグ ビニール手袋

12月8日 東京都 石井様 猫･犬用ドライフード 犬の衣類 新聞紙 ストーブ

12月8日 千葉県 松本様 ドライフード

12月8日 神奈川県 船橋様 ドライフード 子猫用ミルク

12月8日 千葉県 白川様 販売用エプロン 販売用コースター

12月9日 不明 伊藤様 キャットフード ペットシーツ

12月10日 秋田県 原田様 フロントライン
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12月10日 茨城県 保田様 キャットフード

12月10日 千葉県 松田様 カロリーエース

12月10日 千葉県 木幡様 ホカロン 猫缶

12月12日 東京都 清水様 キャットフード

12月12日 千葉県 小八重様 切手 はがき

12月14日 東京都 近藤様 タオル

12月14日 神奈川県 富沢様 トイレ ベッド

12月14日 千葉県 津花様 キャットフード

12月15日 岩手県 谷地様 りんご

12月15日 千葉県 白川様 販売用シュシュ ランチョンマット コースター

12月15日 神奈川県 大久保様 キャリーバッグ キャットフード

12月15日 愛媛県 石川様 みかん

12月15日 埼玉県 神田様 カロリーエース ウェットティッシュ スリッパ 爪とぎ お菓子

12月16日 千葉県 渡辺様 高齢猫用フード 幼猫用フード

12月16日 不明 不明 キャットフード

12月17日 千葉県 川名様 レトルト

12月17日 千葉県 谷畑様 ドライフード

12月17日 東京都 東京総合様 お菓子

12月23日 千葉県 小川様 ドライフード

12月17日 千葉県 千脇様 ドライフード

12月18日 千葉県 横山様 ドライフード

12月18日 東京都 東京プリント様 販売用Ｔシャツ

12月17日 千葉県 木幡様 ホッカイロ 猫缶 ねねちゃんにお花

12月19日 千葉県 松田様 ケージ

12月19日 東京都 鈴木様 キッチンナプキン 食品衛生責任者プレート

12月20日 千葉県 武蔵様 洗剤

12月20日 東京都 清水様 猫用ケージ６つ

12月20日 千葉県 秋庭様 業務用封筒

12月21日 東京都 石橋様 流動食 かつおステック

12月21日 東京都 三島様 猫犬用ケージ

12月22日 東京都 フラン動物病院様 猫･犬用ドライフード

12月22日 埼玉県 前田様 ドライフード

12月23日 千葉県 石毛様 ドライフード 猫砂

12月23日 千葉県 川名様 販売用猫グッズ
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12月23日 埼玉県 鳥谷部様 カーペット
12月24日 千葉県 田中様 食品

12月24日 千葉県 久保田様 商品券 雑貨 猫グッズ

12月22日 千葉県 畔上様 お菓子

12月24日 東京都 星野様 お菓子

12月24日 東京都 石井様 猫砂

12月25日 東京都 中村様 お菓子

12月25日 神奈川県 三石様 切手

12月26日 東京都 大野様 ドライフード

12月26日 埼玉県 上野様 新聞紙 りんご

12月26日 千葉県 伊藤様 木更津産のり

12月27日 東京都 日清様 ドライフード 缶詰

12月27日 千葉県 加瀬・河内様 ウェットティッシュ ドライフード おしっこパット

12月27日 千葉県 野口様 イヌのドライフード

12月27日 東京都 小峰様 またたびワイン ウェットティッシュ お菓子

12月28日 千葉県 武藤様 ティッシュペーパー ロールペーパー お菓子

12月28日 千葉県 三上様 お餅 ゼリー（人用）

12月28日 千葉県 見付様 りんご

12月29日 千葉県 新藤様 ドライフード ウェットティッシュ 猫砂 おやつ

12月29日 千葉県 篠塚様 ドライフード ウェットティッシュ 切手 オムツ

12月29日 千葉県 濱　様 ドライフード

12月30日 神奈川県 松元様 販売用猫グッズ 洗濯バサミ 新聞紙 食品

12月30日 千葉県 正木様 お菓子

12月30日 東京都 氷見様 パン みかん

12月30日 千葉県 木幡様 猫缶 ホカロン

12月31日 千葉県 高橋様 ドライフード 猫用おやつ
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