＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
レオ 様(埼玉県富士見市)
長沢 雅彦 様(東京都豊島区)
パルの家族一同 様(天白区)
河本 繭
様(東京都中央区)
ポジ・ティブの家族一同 様
マレン 様
shushu．全てのワンコに幸せをあげたい☆

様(南区)

パグのこまち 様(大阪府枚方市)
猫タマ 様(三重県いなべ市)
kei 様(福岡県福岡市)
たま 様
Sei 様(碧南市)
まーちゃん 様(中村区)
りかぴ 様
鈴木 のぞみ 様(常滑市)
加藤 一郎 様(瑞穂区)
坂本 ノアヒメ 様
チョピパパ＆チョピナ 様(西区)
きずな＆ゴリラ 様(名東区)
ウメハラ キヨミ 様(千種区)
加藤 万紀子 様(守山区)
鈴木 ルンバ 様(北区)
ふうりん 様
ルーク＆プティ 様(南区)
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
足立 冴子 様(中川区)
東山敏、和恵 様(愛西市)
名和モモ 様(岐阜県羽島郡笠松町)
間野 賢郎 様(北区)
上野 真由美 様
SARA、Mel の家族一同 様
えま・くめ 様(名東区)
チャコマメ 様

ももこ 様(中川区)
池田 和子 様
森 こうめ 様(天白区)
真野 健二 様
小野澤 敏秋 様
小野澤 まり子 様
まにょんっ子倶楽部 様(守山区)
西村 ルゥ 様(名東区)
小梅 様
下 小百合 様(千種区)
エル 様(熱田区)
ミモ 様(中区)
脇谷 秀司 様(天白区)
山口 雅江 様(守山区)
森 由佳 様(瑞穂区)
中村 真寿美 様(近江八幡市)
リラッマミ 様(瑞穂区)
ノア玉まる 様(南区)
高山 英司 様
まぁるぼうろ 様(海部郡)
宮村 昌子 様(千種区)
あしながランちゃん 様(昭和区)
株式会社 キューブ代表取締役 小山 敏史 様

ウメ吉 様
長野 あもん、小夏、小太郎 様(千種区)
みいこ、ピッチの家族一同 様(瑞穂区)
うた 様(緑区)
KITORA 様(東区)
トワワ 様
鬼頭 ゆか 様(北区)
まる大吉 様
メイ 様
フレディ・ジョン太郎 様
ムーンゲイザー 様
北村 由加利 様(北区)
にど 様
カーリー 様
七海のママ 様(熱田区)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
豊田 純一郎 様(緑区)
こふく 様(千種区)
株式会社 テスタメント代表取締役社長 岩田 拓也 様(東区)

桜山珈琲毛利 様(瑞穂区)
中田 由絵 様(瑞穂区)
ラムママ 様(天白区)
シヤチハタ株式会社 様
田代 信幸 様(千種区)
じゃりん子ちえ 様(昭和区)
星野 恵美 様(瀬戸市)
中村 祐子 様
大鐘 和美 様(静岡県伊東市)
バニラ 様(緑区)
シロの家族一同 様
橋本 留美 様
小栗 来未 様
浅井 モコ 様(半田市)
スージーの家族 様(大阪府八尾市)
はなもも 様(北区)
リリちゃんのお母さん 様(天白区)
エルの家族一同 様
杉山 利行 ・ 直子 様(東京都練馬区)
ルーシーまま 様(北区)
トラチャチャアズキ 様(北区)
みーちゃん 様(千種区)
谷口 綾子 様(緑区)
藤河 文子 様(守山区)
橋本 美津子 様(中区)
橋本 三樹男 様(中区)
パグの家 様
林 田於彦 様
中村 陽子 様
増田 幸恵 様
ちゃこまま 様
Rose Concerto 様
森岡 順子 様(瑞穂区)
横井 和夫 様(西区)
大薮 良美 様(丹羽郡扶桑町)

柳澤 伸二、裕子 様
山田 瑞穂 様(岡山県岡山市)
佐々木 茶々丸 様(岐阜県郡上市)
伊藤 あんず・きく 様
佐藤 美生 様(千種区)
野村 信一 様(山口県下松市)
マイケル＆メイ 様(岩倉市)
みつ 様
森 元樹 様(守山区)
松尾 峻介 様(名東区)
のりちゃん 様
成田 久美 様(北区)
白うさぎ 様
まるパパ 様(瑞穂区)
くろたママ 様
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
サムエルとシギー 様
松田ユノ、リリ 様
安田 正雄 様(春日井市)
クッキーの家族一同 様(名東区)
LEONIMAL（リオニマル） 様
ハナビ 様(津島市)
いちこ 様
セイコ ハヤカワ 様
ちびーず 様
坂野 佑佳 様(海部郡蟹江町)
kuraore 様(名東区)
のびを 様
さな・さくら 様
ガッチャン 様
レイディとアメリの母 様(千種区)
寺西 敏明 様(西区)
ネコおばさん 様
八木 登 様(港区)
渡辺 昭（名東区） 様
すみれ・らん・ゆず 様
駒田 秀作 様(西区)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
神山 様(中区)
パンモカラムネ 様(瑞穂区)
ジャスミ 様
にやわん 様(北名古屋市)
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
ひいこ 様(東京都江戸川区)
山田 じろう 様(南区)
チャコとロロ 様
アリスのママ 様
チビ 様
mokacream 様
定塚 若奈 様(東京都文京区)
ルーク＆プティ 様(南区)
S＆K.M 様(緑区)
かとう うに 様
ぺろしろ 様
海藤 啓子 様(愛知県蒲郡市)
ぶうちゃんのママ 様(中村区)
yukaseop 様(千葉県松戸市)
伊藤勲・香代 様
とらきじさん 様
アデル 様
メルのママ 様
こたまろまま 様(名東区)
こここむ 様
山田プレス製作所 様(中村区)
木之本レエル 様(東京都世田谷区)
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
芹澤 彰子 様(天白区)
株式会社 テスタメント代表取締役社長 岩田 拓也 様(東区)

シロ子オジイ 様
春日井 君代 様
名古屋昭和ロータリークラブ
籾山 善隆 様(東区)
安藤 有希 様(港区)
あいねね 様
コナ 様

様(中区)

ミルクティ b 様(緑区)
GONG WEN 様(東区)
ニアちゃんママ 様(中川区)
浅井 美津子 様(北区)
鈴木 一弘 様(中川区)
エマキキ 様(岐阜県不破郡垂井町)
ちゃみ 様
北村 佳代 様(守山区)
日本ドッグマルシェ協会 様
wag more 様(中村区)
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
日本ドッグマルシェ協会 様
wag more 様(中村区)
ゴン太 様
菱田 岳人 様(千種区)
株式会社 髙山工業所 様(瑞穂区)
株式会社ワールドアドベンチャー高井孝之

様

新井 悦子 様(豊田市)
キャンディ 様(中区)
忘れました 様(神奈川県相模原市)
ザ、ハートフルクラブ 様(中区)
中村 めぐる 様
クリス 様
Okky＿k 様(瑞穂区)
内藤 志麻子 様(瑞穂区)
YUKICHI 様(千種区)
名西運輸株式会社 様(西区)
株式会社マルカワ 様(東区)
株式会社 エナート 様(中区)
カンタロウ一家 様
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
あづき＆クリスのママ 様
小堀 勝啓 様
ジャズ＆ココ 様(天白区)
ゴルゴ 様(天白区)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
ウェスのパンナ 様(東区)
可愛い maria 様(熱田区)
ピヨコ 様
ちーちゃんはインコ党 様
黒うさぎ 様
勝山 しろ 様(一宮市)
�田 千鶴子 様
秋田 貴生 様
ここあの母さん 様(弥富市)
たいせつないのち 様(豊明市)
ゴンとあの家族 様(千種区)
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
株式会社 テスタメント代表取締役社長 岩田 拓也 様(東区)

吉田 千鶴子 様
ミーとあずきのママ 様(熱田区)
まるパパ 様(瑞穂区)
くろたママ 様
中原 チョコ 様(名東区)
いつも一緒 様(中区)
森 千代子 様(東区)
株式会社 リーベン 様(北区)
西市 のえ 様(中区)
ジュリママ 様(守山区)
大後 早苗 様(守山区)
ぼのぼのの父 様
キャンディー 様(南区)
ルル、ララ、ファミリー 様(熱田区)
敬老パスに感謝 様
まか 様
さとう ももか 様(瑞穂区)
おめちゃん左衛門督 様(北区)
SENA 様(福井県福井市)
株式会社 エナート 様(中区)
リラッマミ 様
G くん 様
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
あづき＆クリスのママ 様

サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
ヨウコ 様(大府市)
くろちゃん 様
みみにゃん 様
本多 佳南 様(守山区)
渡辺 真由 様(北区)
大川 リュウ 様(西区)
チュビメル 様(千種区)
テン＆ポッキー 様
大石 愛 様
シロ 様
大澤 美枝子 様
ネオ 様(緑区)
株式会社マルカワ
株式会社 ノービスハイエストサービス
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
Ｒose Concerto 髙阪 佳永 様
犬飼アピ 様
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
株式会社 テスタメント代表取締役社長 岩田 拓也 様(東区)

COOK 様(西区)
チコシャン 様(西区)
ルーシーの家族 様(名東区)
リジュママ 様(日進市)
伊藤 光祐 様
吉田 千恵子 様
ジャックの里
様
大橋 充雅・はつ枝 様(千種区)
ねこらいく ｎｅｎｅｔ 様(天白区)
おはようこ 様(宮城県大崎市)
おくだ もも 様(中区)
Gemmarie 様(瑞穂区)
喜多 高久・真紀子・スミレ 様
あしながランちゃん 様(昭和区)
プリンセス ソフィ 様(兵庫県西宮市)
株式会社 髙山工業所 様(瑞穂区)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
中村 知博 様(神奈川県小田原市)
智子 木辺 様(名東区)
いぬねこだいすき 様
しゅんすけ、こすず 様(守山区)
めぐみ 様
まるのママ 様
JJ 様
チィのお母さん 様(緑区)
天使のまんまる 様(春日井市)
ヒラテ 様(小牧市)
エミ 様(春日井市)
株式会社 エナート 様(中区)
原 美乃里 様(北名古屋市)
猫を大切に 様(熱田区)
トラ＆サンシロー 様(中川区)
ペス 様(瑞穂区)
雨美エクレサンダー 様(静岡県浜松市)
大島 佐代子 様(昭和区)
まなぶん 様(北区)
はちかーちゃん 様(中川区)
不破 様
チャリティ曼荼羅 様
mimigorou 様(千種区)
うーケン茶 様
本多 功 様(守山区)
山下 琴子 様(中村区)
もあちゃん基金 様
七海のママ 様(熱田区)
ラリーケリー 様(守山区)
ケ・セラ・セラ 様
まるパパ 様
くろたママ 様
とらぢ・しえる・むー 様(熊本県菊池郡大津町)

サクモコ 様
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
マル 様(千種区)

食彩工房株式会社 様
RIBA LOVE 様
株式会社 髙山工業所 様(瑞穂区)
タラママ 様(北区)
じゅんじゅんとティンティン 様
リラッマミ 様
テツ姉 様(岡崎市)
ココザラ 様(岐阜県岐阜市)
キャットファミリー 様
ひろっち 様(天白区)
キャバリア犬プリンスの家族一同 様
菰田 守彦 様(田原市)
ボンド３９ 様
おもちママ 様
佐藤 美生 様(千種区)
ヴィヴィアン 様(中区)
マルとモップ 様
神山 尚子 様(大府市)
門原 重明 様(大府市)
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
キャンディ 様(中区)
あられともなか 様
竹内 弘行 様(千種区)
ジュリママ 様(守山区)
松村 聡子 様(静岡県焼津市)
くるみの家族 様
原田 美穂 様(守山区)
びび＆おぼろ 様(港区)
間瀬 理子 様(愛知県知多郡武豊町)
Alnne 株式会社 様(東京都渋谷区)
チャリティ曼荼羅 様
倉野 美枝 様(千種区)
くうた 様
レオとその家族 様
なつ 様
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
あかね雲 様
ここゆず 様(三重県南牟婁郡紀宝町)
安藤 やよい 様(蒲郡市)
ルナの家族 様
mimigorou 様(千種区)
りえこ 様
森 正蔵 様(北海道札幌市)
そらここ 様(一宮市)
松本 寿志 様(中川区)
鵜飼 真也巳 様
中川 利容子 様
オコジョママ 様
大石 愛 様
清野 和宏 様
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
株式会社 エナート 様(中区)
ななちゃん 様(豊田市)
ゆきうさぎ 様
山本 ピース 様(瑞穂区)
nobutea 様
神野 愛子 様(津島市)
ぶうにゃんのパパ 様
有限会社衛藤興業・株式会社十六銀行 様
町田 マナ 様(北区)
町田 マナ 様(北区)
中村 裕美 様(東京都北区)
中西 智久 様(千種区)
ラッシュ 様
河村実＆ゆず 様(中川区)
名古屋スクール・オブ・ビジネス 様(中区)
森綺羅＆ちび 様(北名古屋市)
にんキミ 様
小梅・小太郎の家族一同 様
平松 千穂 様(東海市)
水野 彩加 様(西尾市)
いたちのフィニ 様(稲沢市)
とまや 様

ラブとモカの家族 様(埼玉県入間市)
澤田 悦宏 様(西区)
ごんたそる 様(緑区)
マーチ 様(守山区)
ルーク・クール 様
ベッティ＆マロン ママ 様(津島市)
加藤 ぴのこ 様
くろちゃんの姉 様
ただのおばさん 様
shimarama45 様
えりこ 様
リク 様(丹羽郡扶桑町)
髙田 育子 様(江南市)
ナナ母 様
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
はな家族一同 様
たごはく 様
虎子、獅子丸ラブ 様(春日井市)
ぶくぶくふく 様(昭和区)
ぶくぶくこふく 様(昭和区)
Pino＆QooⅠⅤ 様
しまファミリー 様(埼玉県川越市)
うりの家族一同 様
おこめ 様
ゆうたろう 様
星野 恵美 様
モモとネネのパパ 様(名東区)
株式会社 エナート 様(中区)
森 恵子 様
メイチャン 様
小野澤 敏秋 様(天白区)
小野澤 まり子 様(天白区)
鈴木 ラッキー・ハル 様
荒井 仲明 様(岩倉市)
川内 恵美子 様(昭和区)
東海林 禎礼 様(千葉県千葉市)
大和 絵麻 様(瀬戸市)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
塩谷 美緒 様(東京都北区)
ｏ.m.s.0822 様(港区)
レオママ 様
たま 様
ピヨコ 様
Alnne 株式会社 様(東京都渋谷区)
B＆W＆V 様(名東区)
むぎちゃんファミリー 様(名東区)
dot’s 様
ノイマン公爵 様
ペットシッターハッピーテイル名古屋千種店 様(千種区)

もり りかこ 様
たびちゃん 様(尾張旭市)
メグ＆ぷう 様(守山区)
まめちゃんの家族一同 様(三重県桑名市)
小林 ココア 様(清須市)
てばみそママ 様
nezumimoti 様(北区)
ちゃんみい 様(豊田市)
ロシェ家 様(緑区)
コイッチ♂ 様(北区)
井口 尚子 様
岩崎 勝利 様(岡崎市)
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
べっきい 様(緑区)
マロン・ナッツの家族 様
チャコとロロ 様
ポコロ 様(千種区)
平野 B ちゃん 様(春日井市)
山田 瑞穂 様(岡山県岡山市)
デルモ梵天丸 様(瑞穂区)
はくたろす 様(熱田区)
凛と花丸 様(千種区)
リラッマミ 様(瑞穂区)
丸尾 浩 様
シゲトララ 様(岐阜県岐阜市)

ひかり 様(あま市)
キィチャンファミリー 様
きーちゃん Fam 様
よーちゃん 様(一宮市)
中村 諭史 様(東京都大田区)
ラッキーみみ小太郎 様
パピ 様
mamiyyy 様(南区)
なお 様(南区)
グリにゃん 様(中川区)
まるパパ 様
くろたママ 様
真野 健二 様
セフィロス株式会社 様(稲沢市)
杉山 有里 様(愛西市)
あしながランちゃん 様(昭和区)
たぬき 様
シマ・トノの母 様(中区)
水谷 明子 様(南区)
じろー 様(守山区)
くるチロ 様
稲岡 禎雄 様(大阪府大阪市)
下地 厚子 様(北区)
ぱんぴざ 様
バーバラ 様
じーた 様(瀬戸市)
キティーの家族一同 様(名東区)
OLIOLI 様(東京都港区)
サクラねこ名古屋 様(瑞穂区)
ここたん 様
ロセキディミユ 様
べべたろう 様
fumina design 様
小林 美奈子 様(緑区)
れんげ＆みゅう 様
市川 順子 様(東京都三鷹市)
ポッキーチョコ 様(みよし市)
mimigorou 様(千種区)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
安田 稔 様(知多市)
ちなこなむ 様(中区)
早川 伸 様(千種区)
にゃんころりん 様
COCOA 様
もちまんベーカリー 様
やまと 様
青山 裕美 様(北区)
わたげのママ 様(緑区)
渡辺 秀輝 様(瑞穂区)
三浦 蓮 様
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
こここむ 様
ニーニの家 様(尾張旭市)
山栄工芸株式会社 様(北区)
藤井 美樹 様
クロ皇帝 様
サチママ 様(守山区)
藤井 由美子 様
チョコ＆オレオ 様(天白区)
鈴の家族 様(中村区)
楽の家族 様(中村区)
菰田 真由 様()
蓮 様
はなちゃんママ 様(熱田区)
華ちゃんママ 様(緑区)
ゆず 様(東京都世田谷区)
こはるママ 様
田口 マロン 様(守山区)
モモ＆海老蔵 様
吉田 綾子 様(緑区)
フェアリー田中 様(知多郡阿久比町)
コンとリク 様(瑞穂区)
マンボー 様
ゲンチー 様(港区)

北川
吉田

ランディ 様(東区)
澄代 様(千種区)

前田工業 代表 前田巧己

様(岐阜県大垣市)

大池 光子 様(守山区)
HANA 様
大石 愛 様
林 久也 様(北区)
根津谷 忠秋 様
中西 正明 様(中区)
坂田 静枝 様(北区)
山田 隆司 様(瑞穂区)
ニヤチ 様(千種区)
クロオノタメニ 様(千種区)
鬼頭 孝子 様(港区)
CoCo ママ 様(昭和区)
あづき＆クリスのママ 様
株式会社 テスタメント代表取締役社長 岩田 拓也 様(東区)

こはるファミリー 様
ミミのママ 様(刈谷市)
しいちゃんの母 様(あま市)
水野 恵里 様(小牧市)
鈴木 裕子 様(昭和区)
長縄 大樹 様(春日井市)
柿木 祥一 様(岐阜県可児市)
木村 美加 様(岐阜県海津町)
坂元 聰介 様(中区)
立脇 枝里 様(中村区)
和泉 憲明 様
日野 哲男 様(一宮市)
森 信二 様(海部郡大治町)
原田 佳美 様(大府市)
モコ 様
瀧上 ミク太郎 様
まち 様
そら 様
ALnne 株式会社 様(東京都渋谷区)
くーちゃん 様(緑区)
青山 スマート 様(大阪府柏原市)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
gbblitz13 様
ふみ 様
ジャビ・仔辰・羽徳 様(北名古屋市)
どつ 様
たもさゆ 様(天白区)
張山 大祐 様(春日井市)
ろっくん 様(南区)
辻田 浩和 様(豊川市)
たんたんたぬき 様
幸 様
ぺたこ 様
Non Fixion 様(南区)
パピーママ 様(守山区)
アズキナのパパママ 様(千種区)
向井 公敏 様(岡山県岡山市)
ティアナ 様(中区)
中山 未来 様(弥富市)
フレディ M 様(中村区)
Marina 様
ひなてと８９０ 様(東区)
若山 由枝 様(西区)
室原 克彦 様(天白区)
まかのお母さん 様
吉田 ネネ、ナナ 様
酒井 理万 様(昭和区)
カレココママ 様
うし 様(名東区)
くろねこ 様(天白区)
株式会社 エナート 様(中区)
ハシモトガクジ 様
鈴木 貴生 様(緑区)
鈴村 直広 様(守山区)
川本 絹代 様(東京都千代田区)
竹澤 由記子 様(奈良県奈良市)
奥田 和久 様(大阪府門真市)
金澤 菜美 様(東京都小平市)
安部 奈津美 様(南区)
山崎 愛 様(東京都板橋区)

山本 久美 様(兵庫県神戸市)
奥村 直史 様(春日井市)
黒猫のジジ 様(三重県四日市市)
小川 歩 様(東京都大田区)
大橋 純也、美香 様(港区)
古川 玲子 様(青森県八戸市)
タケにゃんこママ 様(昭和区)
金子 まゆみ 様(東京都世田谷区)
水谷 圭吾 様(岐阜県海津市)
ニャー子の家族 様(瑞穂区)
平松 愛子 様(福岡県飯塚市)
西野 ラン 様(大阪府大阪市)
広田 暢夫 様(神奈川県伊勢原市)
遠藤 あゆみ 様(名東区)
畑山 弘孝 様(守山区)
畑山 すゞ香 様(守山区)
河合 美奈 様(天白区)
壁谷 勢津子 様(緑区)
アンディの母 様
もちもちもっちー 様(東京都文京区)
横井 真美 様(清須市)
遠藤 和子 様(東京都世田谷区)
Olygirl 様(大阪府大阪市)
そうちゃんまま 様(東京都渋谷区)
ru 様
そうちゃんぱぱ 様(東京都渋谷区)
aki-rie-rosu-jyoi 様(春日井市)
もふもふ 様
Jolie 様(東京都世田谷区)
牛尾 由希子 様(広島県東広島市)
早川 伸 様(千種区)
ルパン 様
ゆず 様(天白区)
小野 夕奈 様(大府市)
札幌の森 様(北海道札幌市)
りんごっこ 様
YUMI.K 様
みなと猫の会応援者 様
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
nakamura cream 様
ちゃーりーのかーちゃん 様(千種区)
竹中 紀子 様(守山区)
榊原 千春 様(東京都港区)
ちゃい２２ 様(南区)
合田 紀子 様(千葉県成田市)
ふく 様
茶トラ飼い 様
ふうのパパ 様(守山区)
もこた 様
橋本 健 様(春日井市)
森田 しおり 様(茨城県つくば市)
森田 コハル 様(茨城県つくば市)
森田 レオン 様(茨城県つくば市)
森田 さち 様(茨城県つくば市)
Azuchan 様
村上 祥司 様(瑞穂区)
ちゃい２２ 様(南区)
ねこのさつき 様
村田 薫 様(天白区)
にこのパッパ 様
にゃんたま HOUSE 様(中村区)
くるも１ 様
JILL 様(名東区)
mico ちゃんパパ 様
河野 文美 様(中区)
またきち、さくら＆太陽 様(神奈川県伊勢原市)

ナガタミチヒロ 様(天白区)
鵜飼 俊丈 様(名東区)
アポロ琥珀オレオ 様(中川区)
くみねこ展応援団 様(千種区)
mimigorou 様
田中 靖子 様(守山区)
レオナール 様(昭和区)
石川 雅英 様(中川区)
酒井 理万 様(昭和区)
浅野 元康 様(中区)
アリア 様

玉露 様
竹田 崇 様(中川区)
じぇいのすけ 様(大阪府守口市)
ひーちゃんおとうさん 様(北区)
株式会社 澤田興業 様(中村区)
毛受 史江 様
cattoko 様(北区)
才間コウタ、芽衣、ロアン 様(守山区)
もんきち 様(神奈川県横浜市)
カナとちい 様
ちこなむなむ 様
一猫鈴鹿市 様
中野 光人 様(中川区)
初と恋のママ 様
ラテ 様(千種区)
コウスケ君のお母さん 様(東区)
星野 恵美 様(瀬戸市)
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
大鐘和美・陽三 様(静岡県伊東市)
キャンディ 様(中区)
ゲンの家族 様(三重県三重郡川越町)
龍田 麻子 様
S・ASAKO 様
下里 康寿 様(港区)
下里 米子 様(港区)
下里 和正 様(港区)
下里 広美 様(港区)
岡野 美子 様(東京都杉並区)
小島 美奈子 様(神奈川県相模原市)
福永 敦史 様(大阪府泉南郡岬町)
高田 勝 様(守山区)
さおれおん 様(東区)
船津 直美 様(岡崎市)
中條 辰哉 様(長久手市)
南 愛子 様(千葉県市川市)
高橋 直樹 様(千葉県千葉市)
A‐iso 1525 様
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
山崎 真美 様(岡崎市)
中谷 慎一朗 様(東京都文京区)
水谷 光亮 様(愛知郡東郷町)
ＡＬｎｎｅ株式会社 様(東京都渋谷区)
くるみの家族 様(緑区)
高橋 幸夫 様(長野県松本市)
チャイジャバチョコ 様
usineko 様(西区)
ちぃ 様(南区)
瀬戸業務店 様(春日井市)
としごん 様(静岡県袋井市)
なな色 様
柏のこやまん 様(千葉県松戸市)
かっとびめんど～ 様(緑区)
ねこか 様
ねこむすめ 様
じゃきこ、ありがとね！！ 様
こむり 様
cotton-tail 様
ゆか 様
蔵人 様(中村区)
ＡＬｎｎｅ株式会社 様(東京都渋谷区)
ココアパパ 様
ココアのママ 様
ふみちゃ 様(北名古屋市)
周防 嘉宜 様(一宮市)
片桐 朱野 様(中川区)
野村 裕一 様(千種区)
田中 渉 様(静岡県湖西市)
2 様(北区)
うさぎ 様
株式会社 愛新美組 様
Age’s 様
福島 真理 様(緑区)
ねこのねろ 様
タコア 様(清須市)
タブとココとアイ 様(清須市)
足立 冴子 様(中区)

酒井 理万 様(昭和区)
パグ 様
松岡 紀子 様(西区)
リラッマミ 様(瑞穂区)
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
芹澤 彰子 様(天白区)
くろたママ 様
まるパパ 様
チビちゃん 様
モモファミリー 様
ｎｏａｈ 様(西区)
原 そら family 様
ジュリママ 様(守山区)
ダイワスカーレット 様(南区)
ペコちゃんのお母さん 様(瑞穂区)
おでこちゃん 様(瑞穂区)
Ｈｏｎｅｙ 様(千種区)
藤掛 友樹 様(北区)
ＳＥＯＮ 様
木下 真紀子 様(小牧市)
マユミ ナガタ 様(緑区)
Ｙｕｋｉｎｅｋｏ 様(緑区)
瀬戸業務店 様(瀬戸市)
天使のまんまる 様(春日井市)
横田 昌平 様(緑区)
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
あづき＆クリスのママ 様
サムエルとシギー 様
小栁 あさの 様
俊樹・真琴・ピロ 様
Ｔｈｒｅｅ cats mama 様(瑞穂区)
伊藤家一同 様(春日井市)
亀岡 加代子 様(愛知郡東郷町)
南保 明美 様(札幌市)
杉本 明朗 様(名東区)
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＜平成３１年 4 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
ヒナ 様(中村区)
平松 千穂 様(東海市)
ココとアイとタブとタミコ 様(清須市)
ココとアイとゆか 様(清須市)
松尾 一 様(福岡県福岡市)
ありまつパートナーズ株式会社 様(緑区)

岡本 武也 様(守山区)
酒井 理万 様(昭和区)
のんちゃきな 様(海部郡蟹江町)
ももっち 様
猫好き 様(中区)
片桐 朱野 様(中川区)
リオリバーママ 様(北区)
ちぇりハル 様
大石 愛 様(岐阜市)
舟波 範一 様(熱田区)
祐成 朋子 様
あづき＆クリスのママ 様
大鐘 陽三 様(静岡県伊東市)
ダイワスカーレット 様(南区)
おでこちゃん 様(瑞穂区)
花織 様
大澤 美枝子 様
ベル 様(守山区)
レオ 様
ペットショップ

パピーランド山本茂土

その他匿名

469 名 様

様(中区)

中原 チョコ 様(名東区)
くうちゃん 様
麦太郎 様(北名古屋市)
アナスイ 仗助の家族一同 様(港区)
株式会社 エナート 様(中区)
佐久間 修 様(昭和区)
ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社
食彩工房株式会社 様(天白区)
田中 典子 様(滋賀県大津市)
Ｍaacy 様
瀬戸業務店 様(春日井市)
いしはら ララ 様
Ｙukineko 様
頑張れ犬猫ちゃん 様
みるくてぃー 様
鳥居 小百合 様(中村区)
那須 三郎 様(名東区)
ゆうき 様

様
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