
2014年度　寄付リスト

月   ご提供者様 ご住所 ご提供品

 赤松　様  シート、ティッシュ

 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様  68,739円

 浅野　様  7,500円

 Ｍ　様  犬フード

 若山　様  10,000円

 竹本　様  バザー用品

 Ｈ　様
 フード、猫砂、首輪、マット、清掃用品、おも  ちゃ
他

 松浦　様 フード、清掃用品　他

 村田　様 タオル、清掃用品　他

 大茂　様 バザー用品、タオル　他

 Ｎ　様 倉敷市 10,000円

 M　様 倉敷市
10,000円、ペットシーツ2ケース・バザー用品等提
供品多数

 向山　様 犬用フード

 O　様 バザー用品多数

 T　様 津山市 猫用キャリー・仔犬用サークル　他ミルク・フード類

 ペットショップコメット　様 試供品フード多数

 竹本　様 バザー用品

 森　様 倉敷市 手袋、ぺットシーツ、バザー品

 福留　様 ケージ

 杉　様 2,000円

T・H　様 3,000円

アオキ　様 60,000円

 T　様 バザー用品多数

 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 30,777円

 武井　様  東京都 猫トイレ、ブランケット

 猪澤　様 犬用療法食

 三宅　様  倉敷市 ペットシート、ウェットティッシュ

 片岡　様 ペットシート

 K　様 ペットシーツ、ウェットティッシュ

 長原　様  玉野市 洗濯機、エアコン、バザー用品多数 

 Y　様  広島市 キャリーケース

4月  

 5月



 岡　様  岡山市 3000円、フード

 アンブロシア様 フード、毛布

 A　様 タオル、差し入れ、5000円

 シュシュ　様 子犬用フード

 丸川　様  岡山市 猫用トイレ、トイレチップ、犬ハーネス

 S　様 ドッグサークル、タオル

 太田　様 トイレシート、ミルク、哺乳瓶等

 福田　様  鳥取市 バザー用品、毛布 

 千葉　様 20,000円

T・H　様 3,000円

 前田　様 4,000円

 杉　様 2,000円

 伊永　様 24,200円

 片鍋　様 猫マットなど

ニノミヤ　様 10,000円

 6月   片山　様 洗剤1式、お菓子

 S　様 10,000円

 S　様  倉敷市 猫フード

 清水　様 3,000円

      ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 32,675円

 ﾎﾟﾝﾃ横山　様 10,000円

 三宅　様  倉敷市 猫フード、トイレ

 こくたいちょう動物病院　様 犬猫フード

 清水嘉子　様 犬用シャンプー

 坂本　様 犬小屋

 SHUU様 猫トイレ、毛布等 

 鳴坂　様  ビニール手袋

 Holistic Blend　様 犬猫フード

 安永幸賢　様 /  竹下俊彦　様 10,000円

 林知枝美　様 30,000円

 千葉由美　様 10,000円

 服部孝史　様 3,000円

 杉智美　様 2,000円

 千葉由美　様 10,000円

 5月



 山本雅子　様 30,000円

 大倉　様 壁掛け扇風機、キャリー、フード、猫グッズ多数

 矢鍋　様 バザー用品多数

 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 47,665円

石井　様 2,000円

前田康一　様 4,000円

MＨ　様 3,000円

 石井常子　様  倉敷市 10,000円

 沼田　様  津山市 5,000円

 中嶋　様 神奈川県 バザー用品、フードなど

 富山　様 総社市  30,000円

 三宅　様 トイレシート

 陣後　様 猫フード、猫砂

 福太郎里親　様 トイレシート、ゴミ袋　多数

 S・H　様 犬フード、犬グッズ、バザー品

 I　様 壁掛け扇風機2台

 H　様 2,000円

 丸岡　様 ペットシート、猫ミルク

 前岡　様 ペットシート、ウェットティッシュ

 T　様 トイレシート

 N　様 サークル、シート、キャリー、マット多数

 YM様/EM様 東京都 ご寄付

 絹輪祐子　様 2,000円

 山本桂子　様 1,000円

T・H　様 3,000円

 山根隼人　様 1,000円

 杉智美　様 2,000円

 前田康一　様 4,000円

 MＨ　様 2,000円

 F　様 フード

 中村　様 猫ケージ

 西川　様 倉敷市 キャットタワー、おもちゃ、マット

 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 41,432円

 小林　様 ペットシート、ペット用ベット

 7月

 8月



 三宅　様 ペットシート、猫トイレ、猫砂

 藤原　様 ペットシート、犬用缶詰

 K　様 タオル、敷物、毛布

 阿部　様 岡山市 ゴミ袋多数

 F　様 里親募集ポスター　大判

 宮本　様 犬サークル、シート、フード

 M　様 5,000円

 山本　様 猫用2段ゲージ

 藤井　様 倉敷市 ゲージ、タオル

祇園ｱﾆﾏﾙｸﾘﾆｯｸ　様 岡山市 犬猫フード

 藤原　様 バザー用品

 田中　様 岡山市 バザー用品

 小野　様 5000円

 Ｈ　様 ケージ、キャリー

 Ｓ　様 大型バリケン、犬グッズなど

 山脇　様 岡山市 猫フード

 アダチペットショップ 様 50,000円

 阿部　様 岡山市 ペットシート、ティッシュなど

 ハマサキ動物病院 様 犬猫フード

杉智美　様 2,000円

匿名希望　様 2,000円

T・H　様 3,000円

前田康一　様 4,000円

MＨ　様 2,000円

槇本　様 ペットシート

折橋　様 岡山市 ペットシート

Ａ　様 岡山市 バザー用品多数

松浦　様 岡山市 ペットシート、猫フード

Ｓ　様 お風呂マット、ペットシート、タオル

オカモト　様 5,000円

福井彰子　様 10,000円

 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 62,016円

 鈴木　様 3,000円

 宮原　様 ゲージ、猫砂

 8月

9月



 竹中　様 1,000円

 山本　様 ペット用水入れ

 K　様 5,000円

 宮木　様
ペットシート、ティッシュ、ごみ袋、ウェットティッ
シュ　各多量、キャットツリー

 Ａ　様  バザー用品多数

 赤松　様  缶詰、タオル

 佐野　様 キャットタワー

 福太郎　様 ペットシート

 田原　様 岡山市 犬猫フード多数

 Ｔ　様 名古屋市 タオル類

 吉川　様 福山市 ペットシート

 Ｋ　様 敷物、タオル類

 かりかりママ　様 ペットシート多数

 松浦　様 シート、ゴム手袋、ゴミ袋、ティッシュ多数

 N　様 ペットシート

 K　様 3,000円、猫トイレ、犬用サークル

 藤木　様 10,000円、ペットシート、ティッシュ

 祇園ｱﾆﾏﾙｸﾘﾆｯｸ　様  フード多量

 浅越　様 特大手作りイーゼル２組

 小川　様 猫砂

 若葉会動物病院　様 フード各種

 伊藤　様 キャットタワー、３段ケージ、フード

 塩津　様 フード

 A　様 子猫用離乳食

 中村　様 猫砂、ケージ

 HK　様 津山市 5,000円、おむつ、バザー用品

 森安　様 10,000円、ティッシュ、シート

 Ｎ　様 シート、フード

 Holistic blend Japan　様 犬フード

 Ａ　様 10,000円

 藤本亮子　様 6,000円

 千葉厚美　様 200,000円

 Ｈ　様 10,000円

T・H　様 3,000円

9月



 杉智美　様 2,000円

 嵯峨香奈子　様 10,000円

 山本稚子　様 30,000円

 千葉由美　様 10,000円

 森岡政明　様 10,000円

 秋元ゆかり　様 2,000円

 前田康一　様 4,000円

 Ｈ　様 2,000円

 秦建設株式会社　様 100,000円

 三宅　様 バスマット、ペットシート

 田原　様 フード

 高橋　様 キャリー、フード

坂本　様 牛窓町 毛布、シーツなど

 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 52,578円

 若葉会動物病院　様 フード各種

 M　様 サークル、タオル、フード 

 ふくたろう　様 5,000円、バザー用品、ゴミ袋、ティッシュ等 

 鳴坂　様  フード、手袋

 藤原　様 ペットシート

 K　様 バザー用品

 Y　様 ケージ、ペットシート

 A　様 ペットシート

 迫　様 タオル類多数、バザー用品

 山崎　様 バザー用品

 中村　様 猫砂、ゲージ等 

 A　様 10,000円

 ｸﾞﾗﾝﾈｲﾙｽｸｰﾙ　様 30,000円 、キャリー、ペットシート

 太田　様 フード

 マロパパ　様 提供品、フード、5,000円

 大水　様 提供品、ティッシュ等

 Ａ　様 バザー用品

 ナンバ　様 差し入れ（野菜）

 Ｋ　様 犬フード、グッズ

 T　様 愛知県 毛布、マット、タオルなど

9月

10月



 ココちゃん一家　様 山口県 タオル、バザー品

 M　様 5,000円、サークル、シート、フードなど

バリケン、犬用フード、犬猫用シャンプー、

首輪等々

 Ｋ　様 犬フード、バザー品

 秦　様 ティッシュ、シート、ゴミ袋など多数

 坂下　様 ご寄付、バザー品多数

 にしみ　様 バザー用品、フード、毛布

 草野　様（町内会） 寄付金 

 前村　様 キャリーケース

 Ｈ　様 ティッシュ、フード、バザー品など

 Ａ　様 キャリーケース、猫トイレシート

T・H　様 3,000円

杉智美　様 2,000円

マツウラヒロノリ　様 5,000円

匿名希望　様 5,000円

にしみ　様  猫トイレチップ、バザー品、フード 

ながせ　様 バザー品

森本　様 バザー品

久松　様 10,000円、バザー品

安井　様 10,000円

道上　様 1,000円

松田　様 ティッシュ、マット

横田　様 ティッシュ

清水　様  サークル 

田村　様 6,000円

前田　様 4,000円

オオニシ　様 4,000円

ミチウエ　様 3,000円

Ｈ　様 2,000円

池上　様  ティッシュ、グッズ、タオルなど

丸山　様 フード、シート、バリケン他

柳本　様 ティッシュ、バザー品など

やさか動物病院　様  犬猫フード、フロントライン

 中谷　様

11月

10月



ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟコメット様 犬猫フード

若葉会動物病院 犬療法食

阿部　様 ペットシート、ウェットティッシュ

伊藤　様 犬猫フード各種

Ｈ　様 キャリーケース

岩中　様 猫トイレ、猫ベッド、猫缶詰

井上　様
犬おやつ、ゴミ袋、トイレットペーパー、ペットシー
ツ

宮原　様 ペットサークル

真庭動物医療センター フードサンプル

ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 47,080円

志摩　様 5,000円

にしみ　様 猫フード、ペットシート、トイレットペーパー

佐々木　様 ペットフード各種

とみた　様 ペットシート、ティッシュ等

藤原　様 ペットシート、ペットフード

Ｈ　様 2,000円

Ｓ　様 真庭市 トイレシート、毛布

Ｏ　様 キャットタワー

伊藤　様 犬猫フード各種

I　様
ペットシート、トイレットペーパー、お風呂マット、
その他犬グッズなど

光南溶工　様  200,000円 

西美 様 子猫用フード、シーツ、ウェットティッシュ

ハマサキ動物病院 様 犬猫フード各種

H　様 ペットシート、ティッシュ

宮原　様 犬サークル

西山　様 バザー品

山本　様 フードなど

Ｈ　様 3,000円

杉　様 2,000円

前田　様 4,000円

長谷川　様 15,00円

Ｈ　様 2,000円

阿部　様 コロコロ、ティッシュ類、猫チップ、事務用品

11月

12月



小松　様 シャッター修理代　12万円

田中　様 消耗品、バザー品など多数

阿部　様 ペットシート

ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 60,263円

Ｋ　様 ティッシュ、5,000円

谷宏之　様  30,000円 

藤原　様  ペット用ドライヤー、フード 

Ｈ　様 フェンス 

石丸　様 10,000円

ピュアボックス　様 犬フード

セサミ　様 フード各種

ヤマノ　様 フード各種

Y　様 バザー品、ハガキ

Ｍ　様 ペットシート、ティッシュ

片岡　様 仔猫用トイレ、猫フード、ペットシート

Ｕ　様 タオル、3,000円

内藤　様 3,000円

H　様 2,000円

S　様 犬グッズ多数、5,000円

阿部　様 ペットシート、トイレットペーパー

對梨　様  猫用トイレ

Ｏ　様  サークル、フード、ペットシート

海野　様  ペットシート、フード、おもちゃ

鳴坂　様  ゴム手袋、マスク

岡本　様 5,000円

竹本　様 5,000円

秦建設株式会社　様 100,000円

津川　様 ケージ、シャンプー、消臭剤等 

Ｙ　様 サークル、犬グッズ色々

Ｍ　様  猫フード 

横尾　様 首輪、リード

ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ　様 59,222円

橋場　様 猫フード

山下　様 ハンドタオル、 ウェットティッシュ、フード、ｺﾞﾐ袋

12月

Ｈ27年
1月



Poodock　様 フード類、バリケン 

大田　様 ティッシュ、フード 

藤原　様 首輪、封筒、差し入れ 

H　様 20,000円

T　様 掃除機

H　様 2,000円

来海　様 タオル、ペット用毛布、おもちゃ

西崎　様 猫シート、猫ベット、寄付金 

寺尾　様 フード、タオル

セサミ　様 サプリ等

ハマサキ動物病院　様 フード各種

Ｍ　様  2段ゲージ、ワイドシート 

畑　様 ペットシート、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾏｯﾄ毛布、フード

田原　様 岡山市 バザー用品

菅沼　様 猫トイレ、フード、シート、雑貨など

竹中　様 2,000円

Ｏ　様  トイレシート 

Shippo-Mum　様  バザー用品多数

堀部　様 タオルなど

O　様 フード

オーシーファーム　様 46,944円

　Ｉ　様  毛布、猫おもちゃ 

 大田　様 ペットシート、フード、10,000円

Ｍ　様  10,000円

秦　和光　様  ペットシート、ティッシュ、フード　多量

O　様 犬用バギー

長井　様  掃除機

H　様 2,000円

松原　様  15,000円

西崎　様  マット等

Ｍ　様  ティッシュ

Ｉ　様  猫トイレ、ペットシーツ、ゲージ、

アダチペットショップ  ドッグフード 

3月

Ｈ27年
1月

2月



匿名　様 
キャットフード(cd缶)、ペットシーツ、キャリー、
ウェットティッシュ 

O　様 岡山市 療養食

大田　様  ペットシート、フード、トイレットペーパー 

安田　様  ペットシーツ 

小野　様 犬おやつ

オーシーファーム  55,515円

小武守　様
ペットシーツ、おふろマット、ペット用布類、消臭剤
等

山本稚子　様 30,000円

よねおか　様  犬フード、おやつ 

大田　様  犬フード 

井上　様  ペットシート 

光森　様  猫トイレ、2,500円 

石川　様 空気清浄機

WM　様 猫用ケージ

川浪　様 犬用ドライフード、缶詰、ブラシ、おもちゃ、はがき

友実　様 ペットシート、トイレットペーパー、使い捨て手袋

石田　様 キャリー、フード、首輪、ハガキ

田原　様 電気毛布、猫フード

Ｍ　様 サークル、ペットシート、爪切り、cd缶

Ｋ　様 キャリー

宇野　様 ペットシート

いがしら　様 ペットシーツ、水入れ、ゴミ袋

まきもと　様 猫トイレチップ、ペットシート、猫フード

なかがわ　様 猫フード

羽場　様 ゴミ袋、タオル

3月


