
1月2日 安田様 東京都 タオル カップラーメン
1月3日 吉成様 埼玉県 ドライフード
1月4日 北島様 千葉県 猫砂 ドライフード
1月5日 片野様 千葉県 腎臓サポート
1月6日 西野様 神奈川県 ドライフード
1月6日 近藤様 東京都 ドライフード
1月8日 山田様 東京都 切手50枚
1月9日 船岡様 千葉県 毛布
1月9日 相沢様 千葉県 ゴミ袋 お菓子
1月9日 佐藤様 千葉県 ドライフード
1月9日 関口様 千葉県 クールちゃんの洋服

1月10日 服部様 千葉県 ケージ 猫砂 ドライフード
1月10日 阿部様 神奈川県 猫缶 その他
1月11日 橋爪様 千葉県 ペットの暖房番 ペットの寝床
1月13日 田村様 千葉県 猫缶
1月13日 直井様 埼玉県 ペットシーツ 猫缶 猫砂
1月13日 高山様 東京都 ドライフード タオル
1月15日 神田様 埼玉県 ドライフード 爪とぎ
1月15日 野尻様 東京都 ドライフードいろいろ
1月15日 鳥海様 千葉県 ドライフードいろいろ
1月15日 石井様 千葉県 トイレ用品 猫砂 タオル
1月16日 服部様 千葉県 ドライフード ケージ
1月16日 森田様 埼玉県 ドライフード
1月16日 中川様 神奈川県 お菓子
1月17日 鈴木様 千葉県 おっしこパット
1月18日 正木様 千葉県 タオル ノート
1月19日 志戸様 東京都 タオル
1月20日 近藤様 東京都 お菓子
1月21日 稲葉様 埼玉県 おにぎり さかな
1月22日 川野辺様 千葉県 ドライフード
1月22日 上遠野様 千葉県 猫缶 食器 犬リード
1月22日 時任様 千葉県 ドライフード
1月23日 竹山様 東京都 毛布 爪とぎ 猫缶
1月23日 佐藤様 東京都 毛布
1月25日 野尻様 東京都 ドライフード 猫砂
1月27日 秋本様 大阪府 タオル 毛布
1月29日 宮崎様 埼玉県 タオル
1月30日 古川様 埼玉県 ドライフード 毛布 ベット

2月3日 鈴木様 埼玉県 猫のマット お菓子
2月5日 近藤様 東京都 洗剤 タオル
2月8日 佐久間様 千葉県 ドライフードたくさん

2月11日 立山様 千葉県 ファイル 切手 タオル
2月11日 阿部様 千葉県 猫缶 タオル
2月13日 塩見様 千葉県 猫缶 シーツ
2月16日 林様 東京都 タオル 毛布
2月17日 上野様 埼玉県 タオル
2月17日 松元様 神奈川県 切手 はがき
2月20日 杉沢様 山形県 猫缶たくさん
2月20日 石井様 徳島県 デコポン
2月20日 滝川様 千葉県 タオル
2月22日 中田様 東京都 ドライフード キャリーバック トイレ
2月23日 中田様 東京都 ケージ
2月25日 今村様 千葉県 猫缶ｃｄ
2月26日 赤塚様 埼玉県 布テープ マスク
2月26日 野尻様 埼玉県 ドライフード
2月27日 大森様 千葉県 ドライフード

２月分
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3月3日 鈴木様 千葉県 コピー用紙 洗剤 毛布
3月3日 田尻様 福岡県 ドライフード
3月4日 郡司様 神奈川県 ミルク ペットシーツ
3月4日 大野様 神奈川県 猫缶
3月4日 原田様 東京都 猫缶
3月6日 服部様 千葉県 ドライフード 猫砂 新聞
3月6日 吉成様 東京都 ケージ ドライフード
3月7日 川崎様 埼玉県 ドライフード
3月9日 末吉様 北海道 ドライフード 猫缶
3月9日 千葉様 千葉県 ドライフード

3月11日 北田様 神奈川県 毛布
3月11日 原田様 東京都 医療用猫餌
3月20日 三枝様 埼玉県 猫缶 シーツ 清潔トイレ
3月21日 相沢様 千葉県 ドライフード 猫缶 ゴミ袋 犬ドライ
3月23日 田尻様 福岡県 ドライフード ティッシュペーパー ハンドソープ
3月25日 篠塚様 千葉県 ドライフード
3月31日 四津谷様 東京都 タオル 猫柄ネクタイ
3月31日 鴨志田様 東京都 ドライフード

３月分


