
平成29年度

月 お名前 ご住所 ご提供品

小野様 ティッシュペーパー、犬おやつ、ぞうきん

南　様 5000円

菅沼　様 大阪府 バザー品、猫砂、ご寄付１万円

中田　様 岡山市 ご寄付2000円

宮崎　様 岡山市 犬フード、ペットシーツ

阿部　様 東京都 キャリーバッグ、掃除機

山本　様 フード

庄司　様 フード、バザー品

和田　様 ケージ、トイレトレー、布製キャリー

山田　様 フードディスペンサー

K.S　様 岡山市 ウェットフード多数、ドライフード多数、日用品

オーシーファーム　様 80,430円

西坂　様 津山市 犬フード

青山　様 津山市 寄付金

W.K　様 愛知県 犬ウェットフード多数

朝森　様 猫フード

樋口　様 バザー品

尾田　様 スロープ、タオル

藤井　様 ビニール手袋

真木　様 犬ウェットフード、犬用オムツ

T　様 ウェットフード多数

真野　様 赤磐市 寄付金

橋本　様 倉敷市 猫フード、ディッシュ、ゴミ袋

藤原　様 倉敷市 寄付金

U.Y　様 玉野市 寄付金

O.S　様 バザー品

H.K　様 岡山市 バザー品

K　様 50,000円

波多野　様 ケージ、犬用トイレ、キャリー

草信　様 5万円

A.O　様 高知市 タオル、ティッシュペーパー

O.S　様 寄付金

K.T　様 ペットシート

小塩　様 ペットサークル、シート、ケージ、トレー、フードほか

大久保　様 フード、耳クリーナー、ホース

青山　様 津山市 寄付金

若葉会　様 犬フード、猫フード

藤原　様 岡山市 点滴セット、バザー品

時長　様 玉野市 サークル、ペットシート、フード他多数

オーシーファーム　様 寄付金　81,266円

小山　様 岡山市 猫フード、タオル

小塩　様 犬小屋、トイレシート、オムツ、ウェットフード、消臭剤詰替え

宮脇　様 猫おやつ、ウェットフード、犬用ミルク、毛布、タオル

T.K　様 浅口市 タオル

4月

5月



小川　様 東大阪市 犬フード

永田　様 犬フード、ペットシート、サプリメント　他

同前　様 岡山市 犬フード

善勝　様 岡山市 犬フード

壬生　様 練馬区 犬フード、トイレシート、犬おもちゃ

藤原　様 倉敷市 寄付金

市本　様 勝田郡 犬フード

岡田　様 雲南市 犬フード

田村　様 高梁市 犬フード、トイレシート、ベッド、毛布

村上　様 バザー品、タオル、毛布ほか

正司　様 自動給餌器、キャリー

小澤　様 津山市 猫フード、ペットシート、ラップほか

O.S　様 寄付金

K.W　様 春日井市  トイレシート、書損ハガキ

大川　様 岡山市 ケージ

大嶋　様 倉敷市 犬用サークル

大島　様 倉敷市 寄付金

小畑　様 津山市 寄付金

オーシーファーム　様 寄付金72,400円

渡辺　様 岡山市 寄付金5000円

S.A　様 岡山市 寄付金

山本　様 瀬戸内市 フード

難波　様 岡山市 フード、ペットシート

池上　様 フード

福田　様 東京都 キャリーケース、ペットシート、フード

A.Y　様 東京都 ペットシート、オムツ、ハーネス、ウェットティッシュ　ほか

大森　様 10,000円

大前　様 西宮市 バリケン

上平　様 岡山市 フード、オムツ

重友　様 フード

石井　様 7,000円

真庭動物医療センター フード

M.N　様 猫トイレ、トイレチップ、トイレシート、ベッド、掃除用品　ほ

山本　様 岡山市 寄付金

山本　様 ペットシーツ、犬フード

匿名希望　様 マナーオムツ、フード

藤原　様 倉敷市 寄付金

O.S　様 寄付金

K.H　様 横浜市 犬用おもちゃ、タオル

 オーシーファーム様  犬用おやつ多数

匿名希望　様 岡山市 寄付金

ﾏﾘｵﾈｯﾄを聴く会　小合 27,000円

若葉会　様 犬フード、猫フード、犬用レボリューション、フロントライン、

オーシーファーム　様 77,205円

R.H　様 高知市 猫フード、バザー品、タオル

坂本　様 津山市 フード

5月

6月

7月



M.K　様 東広島市 トイレシート、オムツ、猫ウェットフード、バザー品、消耗品

松崎　様 猫おやつ、ゴミ袋、ウェットティッシュ

西坂　様 津山市 犬フード

青山　様 津山市 寄付金

藤原　様 倉敷市 寄付金

長塩　様 岡山市 犬フード

A.H　様 神奈川県 寄付金

上田　様 ケージ、おもちゃ他

松下　様 備前市 ウェットフード

ミヤケ　様 3,000円

オオタニ　様 2,000円

梶山　様 佐賀県 タオル

M.N　様 猫ウェットフード、ベッド、食器　寄付金1,000円

福田　様 岡山市 犬用キャリー、服

小林　様 倉敷市 ペットシート

Ｋ　様 岡山市 12,376円

若葉会動物病院　様 療法食フード 

松崎　様 津山市 猫おやつ、ウェットティッシュ

林　様 犬用オムツ、ペットヒーター

K.N　様 浅口市 寄付金

オーシーファーム　様 82,963円

M　様 岡山市 3,336円

高橋　様 津山市 猫フード

株式会社ヒノキ　様 ひのきの猫砂　多数

藤原　様 倉敷市 寄付金

矢住　様 愛知県 犬フード多数

山本　様 フード

ＫＫ　様 バザー品

三井食品　井原様 埼玉県 マット多数、アルコールスプレー多数、靴用ハンガー

青山　様 津山市 寄付金

藤田　様 1,000円

N.K　様 長野県 猫用トイレ

金澤　様 新潟市 犬フード、日用品、子犬用ミルク、ちゅーる

A.T　様 倉敷市 犬フード

二宮　様 岡山市 犬フード

ペットピアのお客様 10,000円

山田　様  岡山市 寄付金

遠藤　様 トイレシート

杉山　様 PHコントロール缶詰

沖川　様 倉敷市 3,000円

正司　様 シニア犬用補助食

Ｉ　様 岡山市 ペット用オムツ、犬フード、犬用ドリンク缶多数

オーシーファーム　様 82,241円

藤原　様 倉敷市 寄付金

和泉　様 サークル

カマダ　様 ケージ、爪とぎ

9月

7月

8月



和泉　様 10,000円

井上　様 ペットヒーター、汚物入れBOX、バザー品、寄付金2,131円

竹中　様 3,000円

今村　様 岡山市 猫用首輪

斎藤　様 岡山市 寄付金

O.S　様 寄付金

渡瀬　様 ラミネートマシン

倉敷北中学校ＰＴＡ、

岡山グレースチャーチ

の皆様

毛布、タオル多数

山本　様 寄付金

渡辺　様 岡山市 5,000円

岡山操山ライオンズク

ラブ
岡山市 寄付金

関　様 東京都 キャリーバッグ、犬用首輪

中田　様 トイレシート、ちゅーる

小笠原　様 ２万円

K.T　様 倉敷市 犬フード、おやつ、トイレシート、バザー品　他

松崎　様 津山市 ウェットフード、ゴミ袋、ウェットティッシュ

アオキ　様 60,000円

株式会社クラウド　霜

田　様
ペット用消臭剤

鹿濱　様  岡山市 バザー品

松下　様 大阪市 キャリーバッグ、ウェットフード

E.M　様 愛知県 シリンジ、口輪

筑地　様 毛布類

堀　様 子猫用ウェットフード

山本　様 犬フード多数

サークル、犬用ベッド、マット、犬用品、バザー品,

寄付金、ほか

山田　様 岡山市 寄付金

せのお動物病院 フード

青山　様 津山市 寄付金

宮内　様 倉敷市 5,000円

オーシーファーム　様 83,781円

黒田　様 川崎市 バザー品、キャリーバッグ、バリケン、サークルほか

大田　様 10,000円

正司　様 バザー品、犬用おやつ

西坂　様 津山市 犬フード

M.A　様 倉敷市 猫フード、オムツ、ゴミ袋　他

O.S　様 毛布、バザー品、寄付金

和田　様 真庭市 ウェットフード、ペット用シャンプー、タオル

H.T　様 岡山市 毛布、バザー品多数

O　様 ドッグフード、犬用おむつ

内田　様 ケージ、トイレシート、オムツ、寄付金3,000円

O　様 犬フード、オムツ

岡野　様 岡山市 犬フード、トイレシート

10月

H.T　様 岡山市

9月



舞ちゃん　様 6,000円

岡本　様 1,000円

Ｉ　様  箱ティッシュ、トイレットペーパー多数

青山　様 津山市 寄付金

オーシーファーム　様 85,065円

K.H　様 京都市 猫フード、タオル、寄付金5,000円

ペットピア　様 犬猫おやつ

細江　様 広島市 バザー品多数

松崎　様 津山市 猫フード、ウェットティッシュ、ゴミ袋

林　様 フード、オムツ他

匿名希望　様 岡山県 ペットシート、犬用品多数、マット、毛布、フード

O.S　様 寄付金

藤原　様 倉敷市 寄付金

ペットピア　様 犬・猫フード、おやつ多数

若葉会　様 犬・猫フード多数

オオタニ　様 2,000円

M　様 岡山市 9,493円

藤澤　様 大阪市 タオル、犬用品多数、日用品

草信　様 毛布、バザー品多数

青山　様 津山市 寄付金

藤原　様 倉敷市 寄付金

せのお動物病院　様 フードサンプル多数

株式会社ヒノキ　様 ひのきの猫砂　多数

オーシーファーム　様 99,371円

O.S　様 バザー品

S.M　様 岡山市 タオル

伊藤動物病院　様 猫フード

ハマサキ動物病院　様 フードサンプル多数

H.T　様 岡山市 バザー品多数

斉藤　様 フード

中桐　様 フード多数、10,000円

澤原　様 バザー品

カナシマ　様 猫フード、おやつ　バザー品ほか

Ｗ　様 2,000円

セサミ　様 フード各種

山本　様 寄付金

冨永　様 東京都 ケージ、毛布、タオル

高梁東中学校文化祭 10,717円

江原　様 バザー品、フード

O.S　様 寄付金

斎藤　様 犬おやつ

杉　様 タオル、猫トイレチップ、猫フード

山根　様 タオル、バザー品、寄付金10,000円

ダスト産業　様 毛布多数

M.A　様 倉敷市 フード、おやつ

H.I　様 岡山市 フード、ミルクパウダー、トイレシート

10月

11月

12月



藤澤　様 大阪市 キャリー、クレート

H.T　様 岡山市 バザー品

塩田　様 岡山市 10,000円

川口　様 大阪府 ケージ、ペットシート、犬フード

匿名希望　様 岡山市 寄付金

青山　様 津山市 猫おもちゃ、キッチンペーパー、ケージ

木下　様 バザー品、オムツ他

武田　様 犬用オムツ

O.S　様 寄付金

高橋　様 倉敷市 寄付金

山田太郎様、Ｉ様 岡山市 アルミホイール等換金分ご寄付　2,240円

池本　様 滋賀県 バリカン、フード、トイレシート、ナイロン袋ほか

オーシーファーム　様 102,499円

中山　様 3,000円

西坂　様 津山市 犬フード

川淵　様 20,000円

武田はんべえ　様 高知県 フード、トイレシート、キャリーバッグ、日用品ほか

藤原　様 倉敷市 寄付金

生田　様 千葉県 トイレトレー

河合　様 神戸市 キャリーケース、犬フード、犬用品、バザー品ほか

深津　様 愛知県 ケージ、タオル

小澤　様 津山市 トイレシート、ウェットティシュ、バザー品ほか

O.S　様 ロボット掃除機、バザー品

青山　様 津山市 寄付金

高取　様 浅口市 バリケン、ケージ、ウェットフード、犬用品ほか

冨田　様 20,000円

猫教授　様 シート、ウェットシート

大倉　様 ケージ

N.K　様 横浜市 1,000円

エマーブル美容室　人

見　様
2,000円

S.T　様 大阪府 猫フード、サプリ、猫用品、バザー品

中山　様 愛知県 キャリー、ベッド、ヒーター、クールボードほか

オーシーファーム　様 85,651円

ペットピア　様 フード、おやつ

村上　様 毛布、タオル、ケージ

浅野　様 バザー品

I　様 フード

中田　様 トイレシート、寄付金3,000円

倉敷市北中学校PTA、

岡山グレースチャーチ

の皆様

バリケン、消臭剤

花谷　様 １万円

O.S　様 寄付金

M.K　様 猫用缶詰

井上　様 シート、ミルク、フード

正司　様 トイレシート、バザー品

２月

12月

1月



政安　様 キャリー

伊東　様 東京都 犬首輪、おやつ、首輪、ひんやりマット他

ペットショップ　クニ

タカ　様
岡山市 フード、毛布、食器他

山本　様 寄付金

O.S　様 バザー品

武田はんべい　様 トイレシート、犬フード、おもちゃ、ティッシュ他

河合　様 神戸市 フード

青山　様 津山市 寄付金

山本　様 キャリー、ケージ、犬用品

平松　様 猫フード、キャリー、バザー品、マット

ペットピア　様 フード、おやつ

佐野　様 箱ティッシュ

藤原　様 倉敷市 寄付金

小泉　様 東京都 犬用おやつ多数

O.S　様  寄付金

オーシーファーム　様  87,063円

田坂　様 岡山市 毛布、箱ティッシュ、バザー品多数

M.T　様 倉敷市 猫用プロテイン、フード、ウェットティッシュ

山崎　様 岡山市 バザー品

K.W　様 大阪府 ケージ

カウンセラー　藤田眞

由美　様
大阪府 ケージ、キャリー

中嶋　様 神奈川県 バザー品、タオル、掃除機、ギフトカード1,000円分

山本　様 岡山市 寄付金

青山　様 津山市 寄付金

井元　様 岡山市 ケージ、キャリー

石井　様 トイレシート、犬フード

水本　様 フード、おやつ、缶詰

武田はんべえ　様 トイレシート、フード、犬用おもちゃ、タオルほか

苅田　様 岡山市 4,671円

筏津　様 鳥取県 ちゅーる、缶詰

ペットピア　様 犬猫フード

２月

3月


