
5月1日 兼平様 千葉県 キャットタワー 犬のえさ
5月1日 下妻様 千葉県 毛布 タオル
5月2日 柚村様 高知県 ケージ
5月4日 笹尾様 千葉県 病気の子猫のえさ
5月3日 菊池様 千葉県 ドライフード ティッシュペーパー
5月8日 古渡様 神奈川県 猫のえさ 洗濯バサミ
5月8日 内山様 三重県 猫のえさ多数
5月8日 佐久間様 千葉県 猫のえさ
5月8日 近藤様 東京都 猫のえさ たまねぎ
5月11日 水谷様 埼玉県 はがき もうふ シーツ
5月12日 関谷様 神奈川県 CD 栄養食猫
5月13日 関様 東京都 栄養食猫
5月15日 高木様 千葉県 ドライフード
5月18日 木下様 千葉県 猫缶多数
5月18日 原田様 東京都 子猫用カリカリ ドライフード
5月20日 黒川様 神奈川県 ドライフード
5月22日 桑原様 千葉県 ドライフード
5月29日 津花様 千葉県 腎臓サポートフード
5月29日 近藤様 東京都 ドライフード たまねぎ おかし
5月29日 神崎様 千葉県 ドライフード ティッシュペーパー
5月30日 松元様 神奈川県 猫缶多数 もうふ ティッシュ

6月7日 沼形様 千葉県 タオル シーツ
6月12日 原田様 東京都 アイムス１８ｋ
6月16日 渡辺様 大分県 たまねぎ じゃがいも
6月13日 近藤様 大阪府 ドライフード
6月14日 神田様 千葉県 毛布
6月15日 原田様 東京都 子猫用カリカリ
6月23日 安楽様 千葉県 子猫用カリカリ 粉ミルク 毛布 トイレ
6月24日 武野様 千葉県 洗剤
6月26日 荒川様 千葉県 ドライフード 猫かん ティッシュ コーヒー
6月26日 太田様 神奈川県 ドライフード 猫かん
6月27日 佐久間様 千葉県 タオル 猫かん
6月29日 坂本様 栃木県 キャットフード タオル ティッシュ 犬用品
6月29日 富沢様 神奈川県 タオル 猫かん 毛布
6月29日 大嶋様 兵庫県 キャットフード

7月1日 四津谷様 東京都 毛布 お米
7月1日 小林様 北海道 ドライフード１４ｋ
7月4日 永井様 千葉県 猫缶多数
7月4日 間宮様 千葉県 猫缶多数 医療品 洗剤
7月4日 鈴木様 宮城県 お菓子
7月6日 坂木原様 栃木県 コピー用紙 トイレシーツ
7月6日 由良様 千葉県 タオル
7月8日 特丸様 神奈川県 ドライフード
7月8日 鈴木様 愛知県 ドライフード
7月8日 原田様 東京都 ドライフード１８ｋ 子猫用フード
7月10日 東様 千葉県 ケージ 子猫用フード多数
7月10日 津花様 千葉県 鋸南町ごみ袋
7月13日 朝永様 千葉県 タオル 毛布
7月14日 川端様 愛知県 タオル ドライフード
7月16日 坂木原様 栃木県 ガムテープ タオル
7月17日 けいしさま 埼玉県 ドライフード 薬品多数
7月18日 小川様 千葉県 ドライフード ごみ袋 洗剤 猫用食器
7月18日 佐久間様 千葉県 ねこ用草 タオル
7月18日 君島様 千葉県 ねこ用ドライフード 犬用ドライフード シーツ
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7月20日 武藤様 千葉県 ドライフード おもちゃ
7月22日 秋山様 千葉県 タオル ドライフード
7月22日 相沢様 神奈川県 ドライフード
7月23日 石川様 茨城県 ドライフード
7月24日 柏木様 東京都 ドライフード
7月24日 小池様 東京都 ケージ
7月25日 近藤様 東京都 そうめん
7月23日 toki ariyosyi ポートランドusa フロントライン スポンジペン
7月28日 廣瀬様 千葉県 猫･犬ドライフード
7月29日 上野様 埼玉県 タオル 猫かん
7月31日 神田様 埼玉県 つめとぎ ドライフード 猫かん
7月31日 井上様 千葉県 タオル ベット
7月31日 君島様 千葉県 アイスクリーム

8月1日 相沢様 千葉県 書籍 お茶
8月4日 栃木原様 栃木県 たわし 綿棒 封筒 スポンジ　
8月6日 貫井様 東京都 ドライフード
8月6日 山下様 千葉県 ドライフード
8月6日 小山様 千葉県 ドライフード
8月9日 近藤様 東京都 ドライフード
8月11日 まき･丸山様 神奈川県 ドライフード
8月11日 吉田様 東京都 ドライフード サンプル多数
8月11日 田尻様 福岡県 ドライフード コピー用紙 ファイル
8月12日 相沢様 千葉県 シーツ 雑巾 お菓子
8月13日 久保田様 千葉県 ドライフード 薬品多数
8月13日 堀越様 茨城県 ドライフード 猫かん ミルク タオル
8月14日 安田様 千葉県 鯛せんべい
8月21日 石井様 千葉県 ドライフード
8月24日 片野様 千葉県 洗剤 お菓子
8月25日 北野様 東京都 子猫用カリカリ
8月26日 山本様 東京都 ドライフード フロリングワイパー
8月28日 増田様 千葉県 タオル
8月28日 渡辺様 大分県 かぼす
8月31日 宇野様 茨城県 ドライフード クッション
8月31日 高山様 東京都 ドライフード タオル 洗剤
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