＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
猫を大切に 様(熱田区)
サクモコ 様
あづき＆クリスのママ 様
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)

ダイワスカーレット 様(南区)
おでこちゃん 様(瑞穂区)
サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
キャンディー 様(中区)
司法書士法人 はらこ事務所 様(緑区)
道産子ティアラ 様(北区)
松田ユノ、リリ 様
黒川 道雄 様(名東区)
富士湖ちゃん 様(緑区)
秋田 貴生 様
まるパパ 様
くろたママ 様
木下 裕子 様
杉浦 正彦 様(瑞穂区)
パグの家 様
HANA＆GONTA 様(千種区)
めい＊える 様
mimigorou 様
七海のママ 様
左衛門尉メルル 様(北区)
愛里・ももか・まるき・クルル 様(瑞穂区)
ATJYTCA 様(清須市)
タブとココとアイ 様(清須市)
ALnne 株式会社 様(東京都渋谷区)
ラリー 様(守山区)
にゃお 様
HERPTILE LOVERS 様(北区)
Feijoa.Snake 様
sena 様(福井県福井市)
早川 達哉 様(名東区)
株式会社 エナート 様(中区)
はーとちー 様(昭和区)

髙田 育子 様(江南市)
本覚寺 伊藤 守温 様(東区)
なたね 様
シヤチハタ株式会社 様
アイシャ 様(中区)
ルル・ララ 様(名東区)
トラチャチャアズキ 様(北区)
SARA.Mel.Miko の家族 様(碧南市)
ゆうたろう 様
おこめ 様
谷口 綾子 様(緑区)
林 田於彦 様(中区)
山田 じろう 様
田代 信幸 様(千種区)
アメリ・レィディの母 様
五十嵐 清美 様(緑区)
宮村 昌子 様
�田 千恵子 様(中村区)
アデル 様
スージー君の家族 様
ここあの母さん 様(弥富市)
渡辺昭（名東区） 様
シロの家族一同 様
渡辺 秀輝・典子 様(瑞穂区)
中村 陽子 様(守山区)
パン 様(瑞穂区)
中本 修 様(北区)
大竹 羊子 様(江南市)
メイナツ 様
トラ・シロの代理 様
ルーシーまま 様(北区)
あしながランちゃん 様(昭和区)
永田 マル 様(北区)
伊藤 勲・香代 様
原 美乃里 様
まの家一同 様(北区)
株式会社 キューブ 様(西区)
ペットショップ パピーランド

山本

茂土 様(中区)
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
はるの家族 様
こたまろまま 様(名東区)
夢（東京・武蔵野市） 様(東京都武蔵野市)
みいこ、ピッチの家族一同 様(瑞穂区)
酒井 理万 様(昭和区)
ウメ吉 様
とっとこねむ太郎 様
安藤 キウイ 様
豊田 純一郎 様(緑区)
LukeCool 様(中川区)
河井 秀人・里美 様(蒲郡市)
水谷 武史 様(昭和区)
成瀬 広美 様(神奈川県秦野市)
ののららもかさん 様
ロビママ 様(中区)
大石 愛 様(岐阜市)
増田 幸恵 様(浜松市)
衛藤 雅一 様(中村区)
ちゃこ 様(西区)
川島 功 様(中村区)
テトにゃん 様(西区)
寺西 敏明 様(西区)
山田 瑞穂 様(岡山県岡山市)
安田 正雄 様(春日井市)
森 奈保子 様(中区)
キャンディ 様(南区)
さなとさくら 様
マメ 様(名東区)
mimigorou 様(千種区)
二木 嘉昭 様(さいたま市)
ぬぬんと 様(神奈川県横浜市)
そらにこ 1 様
ピュアリー 様(緑区)
ましゅ 様(名東区)
大村 陽 様(東京都新宿区)
にゃわん 様(北名古屋市)
桑山 恵里 様(津島市)
菱田 岳人 様(千種区)

森泉 茜 様(名東区)
小栗 来未 様(西区)
スアレス 様
ジャックの里
様
アリスの森 様
タラママ 様(北区)
ふみちゃ 様
中村 祐子 様
駒田 秀作 様
柳澤 伸二 様(名東区)
佐藤 美生 様
たいせつないのち 様(豊明市)
トラ＆サンシロー 様(中川区)
ひいこ 様(東京都江戸川区)
キング 様(昭和区)
相模原パンチャン 様(神奈川県相模原市)
道木 徹二 様(守山区)
はちお 様(天白区)
チビ 様(緑区)
大薮 良美 様(丹羽郡扶桑町)
チャコとロロ 様
岩本 茂子 様(東区)
橋本 美津子 様(中区)
橋本 三樹男 様(中区)
菊池 良子 様
ジエリー 様
コニーの母 様(中川区)
星野 恵美 様(瀬戸市)
アレックス 様(中川区)
Familia coco 様
Gemmarie 様
ウィルのママ 様
ミドピーコ 様
永井 信昭 様(名東区)
ニアちゃんママ 様(中川区)
ココアのママ 様(千種区)
渡辺銀之丞 様(守山区)
ルパンちゃん 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
水野 和子 様(瑞穂区)
大和 絵麻 様(瀬戸市)
チロ＆ココア＆レオ 様(南区)
福岡 裕介 様
片岡 美空 様(天白区)
みっちゃん 様(緑区)
こここむ 様(昭和区)
まなぶん 様
松村 聡子 様(焼津市)
Y あんこ 様(豊川市)
萩野 哲 様(緑区)
クッキーの家族 様(名東区)
池田 さつき 様(千葉家船橋市)
ナナ大好き 様(緑区)
ぷっちょ 様
トモレオ 様
nobiwo 様
セイコハヤカワ 様
テト 様
伊藤 シアン 様(北区)
水珠 様
リリララ 様(西区)
かとう うに・しらす 様
いわのり 様
山口 智美 様(神奈川県川崎市)
ちーちゃんはインコ党 様
森 由佳 様(瑞穂区)
志賀 将浩 様(刈谷市)
尾上 賢 様(知多市)
後藤 さゆり 様(犬山市)
糟谷 絵理 様(静岡県島田市)
ロク爺 様(守山区)
竹内 奈美子 様(西区)
昭和区のメルのママ 様(昭和区)
小堀 勝啓 様(瑞穂区)
毛利 奈美子 様
れな 様
ちよ 様

原実乃里→渡辺智子 様
キャビー 様(港区)
Rose Concerto 髙阪佳永 様
鏡味 尚子 様
LEONIMAL（リオニマル） 様
ハッちゃん 様(千種区)
たごはく 様
ロミ 様(埼玉県川越市)
AI 様(小牧市)
まいちょふ 様(中区)
廣川 孝之 様(昭和区)
カチオカチリ 様
hii88 様
長縄 秀貴 様(北区)
中村 めぐる 様
篠渓 様(名東区)
ワタル 様(静岡県湖西市)
ひめ＆にこ 様(中川区)
甲斐 ふく 様(中区)
ペス 様(瑞穂区)
株式会社 東海住宅 様(北区)
猫を大切に 様(熱田区)
おでこちゃん 様(瑞穂区)
神山 尚子 様(大府市)
パピーランド 山本茂土 様(中区)
ななファミリー 様(南区)
マロンとナッツの家族 様
ふぅ 様
うずらまにあ 様(緑区)
坂本ノアヒメ 様
浅井 香央里 様(北区)
バンチョコミクノフ 様
鈴木ルンバ 様(北区)
春日井 君代 様(名東区)
Pee 様
ぼちぼちファーム里親ネット 様(常滑市)
ロップモナ 様
ちび もも いちこ 様(一宮市)
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
のびた 様(緑区)
丹羽 美佐 様(瑞穂区)
トラちゃん 様
ハッピー 様(緑区)
ちーぱ 様(名東区)
ミーシャ 様
森岡 順子 様(瑞穂区)
ルーシーの家族 様(名東区)
杉山利行・直子 様(東京都練馬区)
堀江 真理 様(緑区)
井上 幸教 様
パピーランド 様
リラッマミ 様(熱田区)
Three cats mama 様(瑞穂区)
ホームメイト FC PET＆LIFE 中島駅前店

様(中川区)

まるパパ 様
くろたママ 様
森 育子 様(港区)
Match(マッチ) 様(西春日井郡)
りんちゃん 様
タコア 様(清須市)
タブとココとアイ 様(清須市)
ねね 様
ウォッカ 様(中川区)
藤田 裕子 様(北区)
ピュアリー 様(緑区)
ココアのママ 様
noir0923 様
株式会社オールハーツ・カンパニー

犬も猫も大事ないのち 様
たま 様
ナナ母 様(豊明市)
猫を大切に 様(熱田区)
ダイワスカーレット 様(南区)
おでこちゃん 様(瑞穂区)
サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
ナゴマダム 様(西区)

様(中区)

パンナの家族 様(東区)
モモとネネのパパ 様(名東区)
だいすけ母 様
ジュリママ 様(守山区)
シロ 様
株式会社 イマデン 様(緑区)
すずきまり 様(北区)
はじめ母 様
うさりぽん 様
たま 様
あらたん 様(千種区)
ちゃーりーの母ちゃん 様(千種区)
ミーぴょん 様
りりララ 様
mimigorou 様
伊藤シアン 様(北区)
内藤 志麻子 様(瑞穂区)
くーにゃん 様
オオカワリュウ 様(西区)
わたげのママ 様
内藤 美紗友 様(江南市)
東 恵 様(三重県桑名市)
星野 恵美 様
大石 愛 様(岐阜県岐阜市)
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)
株式会社 テスタメント 様(東区)
坂本 はな・もも 様(北区)
マロン クニコのお母さん 様(緑区)
大島 佐代子 様(昭和区)
しじみ 様(南区)
くうちゃん 様(南区)
喜多高久・真紀子・スミレ 様
ジョン・ミルク・アミ・テン 様
門原 重明 様(大府市)
前田 貴文 様(北区)
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
すず 様(名東区)
たこあ 様(清須市)
タブとココアとアイ 様(清須市)
松本 寿志 様(中川区)
根村 佐和子 様(中区)
根村 温子 様(中区)
丸善印刷株式会社 様
ゆの 様
more 様
mimigorou 様
りり 様
ナナ大好き 様(緑区)
ミック、ずっと愛してる 様(岐阜県岐阜市)

おくだ もも 様(中区)
後藤 正恵 様
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)
ダイワスカーレット 様(南区)
横井 イク子 様(瑞穂区)
jun2tin2 様
日進堂文具店 様(熱田区)
株式会社ドリーム・ファミリー

株式会社十六銀行

サスケの家族 様
あしながランちゃん 様(昭和区)
かとうしゅんすけ、こすず 様
くれあ 様(小牧市)
はちこ 様
こてつ 様
福田 名都子 様(緑区)
りり・ララ 様
いつき君 様
ラック 様
青山 裕美 様(北区)
はちかーちゃん 様
さよち 様
七海のママ 様
ぷりん 様

様

淺井 美樹 様(東海市)
ココアのママ 様
なないろ 様
ちょこ 様(守山区)
左衛門尉 メルル 様(北区)
柴犬 げんき家 様(緑区)
加藤 佐代子 様(熱田区)
ナヲコ 様(知多郡)
本覚寺 伊藤守温 様(東区)
きなこ 様
こつぶ 様
リジェママ 様(日進市)
とらこ、ししまる家族 様(春日井市)
堀江 崇史 様
エムジェイ株式会社 様
はくたろす 様
テト・クゥー・フー太ママ 様(西区)
大後 早苗 様(守山区)
はーちゃん 様
英 尚美 様(一宮市)
木野好枝 様
ビビ&おぼろ 様(港区)
菰田 真由 様(守山区)
りり 様(日進市)
たこあ 様(清須市)
タブとココとアイ 様
ききたんママ 様
リク 様(丹羽郡)
猫を大切に 様(熱田区)
ダイワスカーレット 様(南区)
サムエルとシギー 様
芹澤 彰子 様(天白区)
キャンディー 様(中区)
大石 愛 様(岐阜県岐阜市)
ゆきちゃんの家族 様(中区)
横井 里美 様(天白区)
藤垣 寿通 様(岐阜県岐阜市)
ポン太ママ 様(千種区)
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
広江 昌代 様(天白区)
高砂小次郎 様(千種区)
井上 幸教 様
スタジオドッグラン 様(南区)
べっきい 様(緑区)
武田 亜美 様(徳島県徳島市)
女王様のジャーキー 様(刈谷市)
ナカムラカオリ 様(南区)
ピヨ 様
近藤 浩子 様(昭和区)
早川 統子 様(千種区)
てばみそママ 様
ハート 様
ラブとモカの家族 様
ムーンキャット 様(昭和区)
岡野 美子 様(東京都杉並区)
ひかりちゃん 様(あま市)
エミ 様(春日井市)
杉浦 清美 様(岡崎市)
サクモコ 様
本覚寺 伊藤守温 様(東区)
株式会社 テスタメント 様(東区)
おでこちゃん 様(瑞穂区)
リラッマミ 様(瑞穂区)
中西 智久 様(千種区)
池田 和子 様
ななちゃん 様(豊田市)
シゲトララ 様(岐阜県岐阜市)
フクヨシコ 様(岐阜県岐阜市)
井ノ口 貴敏 様(昭和区)
平野 B ちゃん 様(春日井市)
パピーランド 山本茂土 様(中区)
田口 チャロ 様(南区)
小出 もも 様(南区)
チャッピーの友達 様(中川区)
もも&はち 様(中村区)
風岡 千代子 様(熱田区)
マルとモップ 様

ラッシュ 様
雨美エクレサンダー 様
大池 光子 様(守山区)
名古屋スクール・オブ・ビジネス 様(中区)
まるパパ 様
くろたママ 様
ちむ たむ ベイリー 様(昭和区)
フラン 様(昭和区)
下 小百合 様(千種区)
萩原 みと 様
ぼのぼのの父 様
グーとグロ 様(瑞穂区)
しまりすタミアくん 様(稲沢市)
佐々木 崇 様(守山区)
原田 文奈 様(愛知県みよし市)
ジェイ 様
チョビとさくらの父ちゃん 様
やまと 様
まち 様
ぴのこの姉 様
テンのママ 様
サチ 様(守山区)
タコア 様(清須市)
丸尾 浩 様(東京都世田谷区)
本多 佳南 様(守山区)
本多 功 様
ぱぷあ 様
くるチロ 様
山ちゃんの母 様
株式会社 テスタメント 様(東区)
中島 達順 様(一宮市)
カトウヒロミ 様(名東区)
榎本 豊 様(大阪府和泉市)
真野 健二 様
ハルパパ 様(熱田区)
タヌキ 様
鵜飼 眞也巳 様
山口 典子 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
りょうケイちゃた母 様(東京都青梅市)
天使のまんまる 様(春日井市)
shunchan 様
O.S.0822 様
ひろみまま 様
チップ 16 歳 様
ハヤカワシン 様(千種区)
シマサキ タカト 様(北区)
杉岡 恵子 様(長久手市)
吉田ネネ、ナナ 様
かずもね 様(熱田区)
鵜飼 俊丈 様(名東区)
ねこ 様
ジャンプ 様
まりちゃん 様
小林ココア 様(清須市)
ノイマン侯爵 様
三浦 めぐみ 様(緑区)
水野 美香 様(日進市)
ペコ 様(千種区)
菊地 康子 様(東京都足立区)
木村 真樹 様(南区)
松岡 美希 様(東京都杉並区)
大野 良乃 様(西区)
安原 和音 様(緑区)
スリーキャッツ 様(昭和区)
栗田 幸子 様(北名古屋市)
マクレラン スティーブン 様(緑区)
高橋 佳寿子 様(中村区)
楢木 千歳 様(東京都西東京市)
藤田 一夫 様(神奈川県横浜市)
末崎 圭一 様(東京都足立区)
安藤 友子 様(緑区)
moon cat 様(昭和区)
ヒラテ 様(小牧市)
北村 佳代 様(守山区)
奥村 眞弓 様(岐阜県揖斐郡揖斐川町)
ポコロ 様(宮城県仙台市)

チロ&ココア&レオ 様(南区)
伊藤チョコ 様(千種区)
マナちゃんの母 様(北区)
マナちゃんの父 様(北区)
鬼頭 孝子 様(港区)
クロ・結・空の母 様(北区)
菰田 守彦 様(田原市)
あられ＆もなか＆こころ 様
高山 英司 様
パピ 様
キイチャンファミリー 様
きーちゃん fam 様
こここむ 様
デルモ梵天丸 様(瑞穂区)
メイチャン 様
井口 尚子 様
小野澤 敏秋 様
小野澤 まり子 様
神波 凱斗 様(豊川市)
トラチャチャアズキ 様(北区)
三浦 蓮 様
河村 信親（大府市桃山町） 様
勝 モコ 様(守山区)
山本 葉子 様
近藤 國代 様
こはるママ 様(名東区)
すみれ・らん・ゆず 様
チョコ＆オレオ 様(天白区)
ロシェ家 様(緑区)
クロ皇帝 様
池辺 ハナ 様(西区)
横田 昌平 様(天白区)
松坂 真理 様(中区)
ハシモトガクジ 様
マートルの母 様(緑区)
坪井 久美子 様(静岡県浜松市)
ひとまや 様
ailukemama 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
吉村 様
ノリとシラス 様(中区)
ペタ子 様
小沼 さやか 様(瀬戸市)
べべたろう 様
クロコ・キティ 様
バーバラ 様
ぱんぴざ 様
酒井 愼一 様(北区)
コンとリクの家族 様
コウシマル 様(丹羽郡大口町)
澤田 悦宏 様(西区)
サクラねこ名古屋 様(瑞穂区)
だいず 様
岡崎 亜由子 様(天白区)
出口 正徳 様(あま市)
三枝 聡実 様(瑞穂区)
鈴木 隆也 様(豊橋市)
小南 るみ 様(港区)
片山 のぞみ 様(東京都世田谷区)
髙木 香織 様(昭和区)
CHALLA 様(東区)
じぇいのすけ 様(大阪府守口市)
佐野 加代子 様(東京都文京区)
松枝 なみ子 様(大阪府大東市)
田名部 はるか 様(長野県松本市)
ジロー 様(守山区)
野端 京子 様(南区)
清水 智美 様(東京都杉並区)
関谷 美也子 様(昭和区)
篠崎 陽介 様(福岡県久留米市)
もも＆海老蔵 様(北区)
森田 八 様(中川区)
水谷 圭吾 様(岐阜県海津市)
ジーノママ 様(千種区)
細川 敦史 様(兵庫県西宮市)
権野 耕生 様(天白区)
近藤 まゆみ 様(刈谷市)

佐野 美和 様(兵庫県芦屋市)
鈴木 裕子 様(昭和区)
水谷 明子 様(南区)
岸上 希実 様(昭和区)
Marriott Fraser John 様(東京都渋谷区)
奥村 直史 様(春日井市)
岩崎 勝利 様(岡崎市)
後藤 房江 様(昭和区)
喜恵 様
安西 玲子 様(岐阜県加茂郡坂祝町)
新藤 正敏 様(群馬県館林市)
ふくこふくちゃ n 様
ぶくちゃん 様
はな 様
もも 様(天白区)
株式会社 エクスキュート 様
はなちゃん家族 様
株式会社 アイアンホームズ 様(瑞穂区)
江口 千春 様(昭和区)
髙木 泰子 様
早瀬 和子 様(熱田区)
橘 みどり 様(南区)
松原 幸彦 様(守山区)
幾世来里采 様
曾根 治子 様(北区)
天丼ママ 様(北区)
木股 里美 様(岐阜県多治見市)
仙田 小枝子 様(千種区)
ピース＆キュー 様(緑区)
ふくねこ 様
比嘉 陽子 様(南区)
はなちゃんママ 様(熱田区)
小野寺 徳嗣 様(中村区)
鈴木 福 様(天白区)
土橋 ひろみ 様(守山区)
ワンちゃん 様
水野 恭郎 様(東区)
マンボー家 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
とらにゃん 様(東区)
鈴の家族 様(中村区)
楽の家族 様(中村区)
森綺羅＆ちび＆モコ 様(北名古屋市)
アポロ 様(中村区)
ムーブ・ミニ 様(春日井市)
小林 芽生 様(東京都世田谷区)
ロクのママ 様
mamiyyy 様(南区)
キララの父 様
あっちー 様
ニーニの家 様(尾張旭市)
新井 悦子 様(豊田市)
ちわちゃん 様
河村実とゆずちゃん 様(中川区)
増田 英幸 様(西区)
中西 正明 様(中区)
うめ吉 様(名東区)
吉田 澄代 様
尾之内 勇 様(名東区)
木下 英人 様(福岡県北九州市)
ももなつ 様
ハチナチ 様
久田 宏光 様(中川区)
佐久間 修 様(昭和区)
食彩工房株式会社 様(天白区)
ヴィヴィアン 様(中区)
牛嶋 啓介 様(大府市)
ヘルプアニマルズ曽根 中村 様
犬飼 美恵 様(守山区)
ジャック 様(中村区)
垣内 弘 様(緑区)
安田 稔 様(知多市)
田村 芳美 様(緑区)
千代森 モカルナ 様(緑区)
ミケコ 様
中神 伸香 様(田原市)
ウェルワン 様(熱田区)

小西 敦子 様(尾張旭市)
井澤 裕美 様(東京都八丈島)
幸田 めぐみ 様(あま市)
山田 峰規 様(千種区)
柴田 羽輝 様(昭和区)
澤田 秀樹 様(春日井市)
大東 憲二 様(西区)
橋野 陽子 様(春日井市)
チャーミー 様(埼玉県吉川市)
山田 陽子 様(名東区)
りんたま 様(港区)
りくそられん 様
川北 千晴 様(南区)
りゅうのすけ 様(南区)
永井 圭介 様(中村区)
濱田 猛志 様(南区)
鈴木 覚 様(瑞穂区)
平松 千穂 様(東海市)
藤本 佳音 様
唐澤 邦彦 様(東京都町田市)
鈴井 久子 様(千種区)
星野 徳孝 様(東京都千代田区)
篠木 亜希子 様(三重県津市)
内藤 菊江 様(瑞穂区)
野村 伸司 様(江南市)
高島 亜矢子 様(中村区)
内藤 恵 様(千種区)
サスケ 様(中区)
リオリバーママ 様(北区)
田神 健一 様(千種区)
米田 啓一 様(名東区)
増村 慧 様(福岡県福岡市)
滝澤 みち代 様(あま市)
シララ 様(埼玉県入間郡三芳町)
長谷川 けい子 様(瑞穂区)
鈴村 直広 様(守山区)
加藤 真理奈 様(千種区)
チィとカナ 様(天白区)
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
水野 裕介 様(港区)
藤井 美樹 様(東区)
鈴田 哲也 様(春日井市)
クッキーママ 様(名東区)
志齊 有希 様(北海道室蘭市)
醍醐 佳代 様(神奈川県横浜市)
茶々丸 様(昭和区)
久場 忠男 様(千種区)
大塚 聖子 様(大阪府枚方市)
長屋 様(西区)
山中 秀幸 様(福岡県行橋市)
河原 佐和子 様(名東区)
飯田 敏行 様(名東区)
白水 意乃 様(港区)
宮井 麻里 様(京都府京田辺市)
梅沢 浩一 様(東京都渋谷区)
洲崎 ゆかり 様(緑区)
増山 宏美 様(東京都港区)
樋浦 めぐみ 様(新潟県新潟市)
平原 はるみ 様(南区)
松本 秀隆 様(緑区)
福島 裕人 様(緑区)
平松 文子 様(千種区)
ハッピーテイル名古屋千種店 様(千種区)
有浦 恵美子 様(神奈川県横浜市)
高橋 真弓 様(三重県桑名市)
古賀 透修 様(埼玉県さいたま市)
杉藤 友史 様(東区)
田村 恒樹 様(北海道弘前市)
長谷川 裕美 様(東区)
はなみずき 様(守山区)
ラヴィ&ローズ 様(昭和区)
ひな、ルナマニー 様
さくらママ 様(天白区)
宮本 睦工 様(東区)
後藤 佑花 様(守山区)
Jill 様(名東区)
小島 喜美代 様(天白区)

小林 陽介 様(宮城県仙台市)
原 晶子 様(守山区)
ハリーのママ 様(千種区)
ポテトのファミリー 様(西区)
藤澤 千奈美 様(長野県茅野市)
田中 明彦 様(東京都調布市)
Megreece 様(東区)
もちまんベーカリー 様(丹羽郡扶桑町)
川合 美保 様(岡崎市)
粕谷 暢司 様(東京都港区)
とみけん 様(中川区)
ゆりっぺ 様(千種区)
米内 加奈子 様(宮城県仙台市)
中村 香苗 様(東区)
加藤 淳彌 様(大阪府大阪市)
金田 侑子 様(東区)
吉田 うに 様(熱田区)
山下 由貴 様(昭和区)
橋本 留美 様(千種区)
ふぅママ 様(安城市)
小川 三枝 様(中区)
山田 亨 様(東区)
モチさん 様(中区)
牛田 テオ 様
野村 良平 様(埼玉県所沢市)
ルナの家族 様
ティアラとサブレとアクアより 様(一宮市)

マルちゃんの家族 様(千種区)
渡邊 栄子 様(千種区)
祐 様
くしのけ 様(天白区)
中野 光人 様(中川区)
廣田 英光 様(天白区)
古村 惠美子 様(千種区)
いちろー 様
西村 辰雄 様(中村区)
みんみん 様(南区)
あやや 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
たいがくんとみみちゃん 様
Jyulako 様(千種区)
クロネコブラン 様(昭和区)
安井アトム 様
みみちゃん＆しろちゃん 様
ふうりん 様(守山区)
ももっち 様
内司 綾子 様(南区)
はな家族 様
こじきパーキング 様(南区)
桜チビ太 様(緑区)
成田 信吾 様(東区)
ラッキーみみ小太郎 様
源中ペロ 様
徳田 圭亮 様(千種区)
徳田 恭子 様(岡崎市)
フリスキー 様
akkomama 様
がんこちゃん 様(港区)
平成輸送サービス 様(中川区)
Hanaandkuu 様(名東区)
れんるい 様(中区)
大谷 陽子 様(天白区)
ノア君 様(名東区)
まーちゃん 様
ぶんちゃんパパ 様
choco chip design 様(北区)
ちゃまママ 様
もふママ 様
銀のお母さん 様
水野 信寿 様
由良月 様
森 政義 様(東区)
畑山 弘孝 様(守山区)
長谷川 浩司 様(兵庫県伊丹市)
ラムネ 様(天白区)
奥田 和久 様(兵庫県芦屋市)
橋本 妙恵 様(大阪府大阪市)

ニライとノエル 様(東京都杉並区)
長谷川 隼人 様(昭和区)
森川 博幸 様(岐阜県羽島市)
松井 聡子 様(鹿児島県鹿児島市)
小鉄、小太郎 様(港区)
上尾 仁美 様(和歌山県和歌山市)
浅井 裕雄 様(千種区)
鄧 德粤 様(神奈川県横浜市)
ニャー子の家族 様(瑞穂区)
飯田ちょこ 様(知立市)
まっす 様(西区)
みるく・じゃむ 様(大阪府大阪市)
山之井 千帆 様(福岡県福岡市)
もーみんちゃ 様
小久保 圭純 様(守山区)
ミュウチュウ 様(犬山市)
砂原 誉子 様(岐阜県揖斐郡揖斐川町)
日下 恵美 様(宮城県名取市)
遠藤 あゆみ 様(名東区)
田中 珠実 様(東京都練馬区)
村上 祥司 様(瑞穂区)
久野 ゆかり 様(南区)
立松ピグ 様(中川区)
岡宗 りえ 様(東区)
みつ 様(中川区)
小山 明日香 様(東京都調布市)
なかファミリー 様
鈴木 祐子 様(神奈川県海老名市)
緒方 清行 様(東京都調布市)
松本 有子 様(北海道帯広市)
江口 裕子 様(名東区)
依田 安生 様(大阪府豊中市)
関口 亜紀 様(東京都中野区)
ハル母 様(緑区)
中岡 豪 様(大阪府枚方市)
おまさ 様(滋賀県大津市)
源太の母 様(港区)
加藤 みどり 様(北区)
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
後藤 亜紗子 様(東京都町田市)
河村 奈美代 様(神奈川県鎌倉市)
大橋 美香 様(港区)
またきち、さくら＆太陽 様(神奈川県伊勢原市)

石上 照剛 様(東京都港区)
立松エマ 様(瑞穂区)
れみんこ 様(静岡県富士宮市)
nezumimoti 様(北区)
三田 祐実子 様(東京都目黒区)
猿田 浩輔 様(東京都杉並区)
中野 拓真 様(埼玉県さいたま市)
中村 尚子 様(東京都世田谷区)
渡辺 正起 様(岡崎市)
鷹野 りえ 様(東京都港区)
千本 智帆 様(中川区)
黒猫のよいの 様(三重県四日市市)
佐伯 栄 様(東京都品川区)
Yuichi S. 様(東京都世田谷区)
中島 智子 様(東区)
鈴木 由茉 様(中区)
森 俊哉 様(東京都品川区)
カセム ライラ 様(東京都文京区)
岩田 利絵 様(東京都八王子市)
上田 敏郎 様(中村区)
フク助とたび子 様(北区)
平川 留衣 様(千葉県千葉市)
三浦
竹中
三宅
畑山
川嶋
廣山
中村

広義 様(山形県酒田市)
紀子 様(守山区)
学 様(東京都江東区)
すゞ香 様(守山区)
なぎさ 様(北区)
千芳 様(緑区)
美加 様(春日井市)

奥田
広田
大成
橘川
小出

知香
暢夫
真理
武史
晃久

様(埼玉県草加市)
様(神奈川県伊勢原市)
様(愛媛県松山市)
様(神奈川県横浜市)
様(東京都世田谷区)

五十嵐 洋一 様(山形県上山市)
メルモ 様(中区)
あずきなもなかのパパ＆ママ 様(千種区)
チャミすけママ 様
まゆ 様(日進市)
ひなてと 様(東区)
しろくろ 様
キャサリン後藤 様
ラテ 様(千種区)
玉子と宙空 様
MACHA 様(日進市)
若山 由枝 様(西区)
イエイツ 様(緑区)
石川 雅英 様(熱田区)
中谷 慎一朗 様(東京都文京区)
ちーちー 様(中川区)
むらたかおる 様(天白区)
felinophile 様(埼玉県さいたま市)
こんやがやまだ 様(西区)
ユノキエツコ 様
にゃんたま HOUSE 様
ヒョウドウ 様
桃のパスタ 様(天白区)
マシヤマミチコ 様(埼玉県新座市)
ドリス 様
ますみと mico ちゃん 様(熱田区)
高木 さとこ 様(千種区)
よしこっこ 様(一宮市)
佐藤みかん 様(犬山市)
にゃんち 様(中村区)
こはるママ 様(港区)
森田コハル 様(茨城県つくば市)
木下 祥吾 様(天白区)
小野 由博 様(中村区)
横井 真美 様(清須市)
河合 美奈 様(天白区)
アズちゃん 様
Belsize 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
chaga 様(静岡県袋井市)
アース 様
ゆめにゃん 様
牛尾 由希子 様(広島県東広島市)
S.K 様(守山区)
なな 様(守山区)
小野 希久代 様(大府市)
そうちゃんぱぱ 様
そうちゃんまま 様
龍田 麻子 様(天白区)
柴犬ころ 様(中川区)
そら家族 様(東区)
そら家族 様(東区)
ピノ＆茶子 様(千種区)
じゅりん 様(緑区)
株式会社 愛新美組 様
チコちゃん 様(千種区)
くるみ＆つみれ 様
近藤 麻衣 様(千種区)
稲山 早苗 様(守山区)
安藤 みゆき 様(尾張旭市)
藤原 明寿美 様(和歌山県和歌山市)
小林 由美子 様(尾張旭市)
木下 望 様(天白区)
野田 智弘 様(西区)
鹿野 美保 様(愛知県額田郡幸田町)
山田 亜希子 様(みよし市)
長谷川 理恵 様(名東区)
清野 憂 様(新潟県小千谷市)
岡村 綾子 様(岡崎市)
山中 登紀子 様(千種区)
原 摩実子 様(静岡県静岡市)
ラズリママ 様(東京都北区)
坂元 聰介 様(中区)
高橋 直美 様(千種区)
大橋 典子 様(瑞穂区)
間野 和子 様(千種区)
樋野 里美 様(みよし市)

金子 順子 様(豊橋市)
にこのパパ・ママ 様(東区)
くろちゃんの姉 様(一宮市)
生川 博久 様(西区)
みんみん 様(西区)
ぴょんすけ 様
たぬこ 様(津島市)
杉浦 香代子 様(守山区)
加藤 公司 様(南区)
石神 理恵 様(静岡県焼津市)
鈴木 一江 様(熱田区)
岩澤 尚幸 様(北区)
ねこの手 様(中村区)
北村 三知代 様(西区)
平松 幹尋 様(東海市)
加藤 貴子 様(中村区)
小平 陽子 様(港区)
岸上 昌史 様(昭和区)
日下部 志のぶ 様(東京都江戸川区)
小縣 敦夫 様(中村区)
堀口 正樹 様(群馬県高崎市)
たけぴー 様(岐阜県岐阜市)
torotoro 様(兵庫県神戸市)
牧野 佐智子 様(東京都港区)
大杉 五月 様(港区)
黒猫 様
齋藤 ゆり子 様(埼玉県さいたま市)
丹羽 美幸 様(緑区)
杉浦 早苗 様(西尾市)
もじゃくんの家族 様(港区)
ベル 様
中野 弘子 様(中川区)
こにゃたろう 様
キティママ 様
日置 文香 様(一宮市)
船津 幸美 様(山口県下関市)
天田 美津穂 様(北海道札幌市)
うるなる 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
ロンの家族 様
中村 多紀子 様(中川区)
ちょまちゃん 様(中川区)
眞壽田 聡 様(東区)
日野 哲男 様(一宮市)
関谷 麻優子 様(東京都品川区)
石川 純子 様(西区)
森下 小夜子 様(中区)
藤崎 由美子 様(千葉県成田市)
吉田 綾子 様(緑区)
手銭 貴利 様(福岡県福岡市)
大島 孝義 様(日進市)
伊藤 貴子 様(日進市)
ロックオンタイム 様(一宮市)
阿川 善生 様(東京都日野市)
菊池 武洋 様(茨城県石岡市)
伊藤 洋之 様(三重県四日市市)
ゆうふぁ 様(東区)
猿渡 史 様(守山区)
加藤 健太郎 様(昭和区)
山下 孝司 様(尾張旭市)
Demirtas Halis 様(愛西市)
川瀬 めぐみ 様(緑区)
中村 玲 様(埼玉県川越市)
石原 友子 様(神奈川県横浜市)
川野 将之 様(大阪府八尾市)
篠田 典子 様(岐阜県岐阜市)
髙林 杏璃 様(静岡県浜松市)
孫 千卉 様(東京都多摩市)
吉永 雅博 様(東京都新宿区)
黒田 康史 様(兵庫県たつの市)
ユキ暖岳 様(守山区)
チャイ＆ジャバ＆チョコ 様(守山区)
古賀 茜 様(京都府京都市)
大西 優 様(北区)
三上 優馬 様(千葉県船橋市)
松本 誠 様(小牧市)
飯田 浩恵 様(静岡県富士市)

林 友紀子 様(昭和区)
中條 辰哉 様(東京都港区)
浅田 真 様(半田市)
田中 雄一朗 様(神奈川県川崎市)
森 こうめ 様(天白区)
渡邉 勇人 様(守山区)
西 須美子 様(千葉県流山市)
上野 圭祐 様(滋賀県犬上郡甲良町)
ふうさく 様(守山区)
西田 杏奈 様(大阪府豊中市)
大森 章司 様(神奈川県川崎市)
加藤 秀和 様(東京都文京区)
米山 豪一郎 様(東京都新宿区)
河合 良子 様(豊田市)
犬塚 郷子 様(豊田市)
松本 佳子 様(知多郡美浜町)
札幌の森 様(北海道札幌市)
熊田 和代 様(福島県郡山市)
ありがとう、ちーこ 様(愛知郡東郷町)
フレディ.M 様(中村区)
細江 道江 様(東京都文京区)
大嶋 賢一 様(千種区)
木下 智 様(埼玉県越谷市)
柴田 帆波 様(守山区)
細江 真紀 様(港区)
くらさら 様(千葉県千葉市)
南 愛子 様(千葉県市川市)
田平咲人 様(大府市)
Y・O 様
にゃご 8 様(守山区)
松谷 知輝 様(北区)
ミーコクーコタマ 様(北区)
松下結柚 様(名東区)
竹藪 淳広 様(中村区)
ジグの飼主 様
かわいいぶんぶん 様(日進市)
青い月 様
ラロモコ 様
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＜令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間にご寄附いただいた皆様＞
いっちゃん 様
ななの家族 様
冨永 勝秋 様(北区)
こうちゃん 様(東区)
ねこむすめ 様
ミルクの家族 様(千種区)
羽尻 奈々子 様(港区)
春木 美南 様(稲沢市)
そら 様(中区)
ちこ 様
水谷 光亮 様(愛知郡東郷町)
ルーはな 様
たるたる 様
ナナスケ 様(東区)
鈴木 貴生 様(緑区)
じゃむぱん 様(豊橋市)
大村ポポ 様(瑞穂区)
ごん太ファミリー 様(中川区)
マロン 様
のんぽ 様
ばーばママ 様(守山区)
crepe 様(南区)

河村 大 様(千種区)
原そら Family 様
池澤 輝男 様(緑区)
はな 様(名東区)
小栁 あさの 様(緑区)
正村 有 様(中区)
ヒナ 様(中村区)
水谷 修司 様(昭和区)
若原ジュリエンヌ 様(海部郡)
4forkitten 様(緑区)
清長 寛 様(守山区)
安藤 温子 様(守山区)

その他匿名 1239 名 様

Richie 様(名東区)
Kats 様(江南市)
山栄工芸株式会社 様(北区)
中原 淳子 様
チビちゃん 様
Saine 様
マウリシオ ショーグン 様
大野 高明 様(江南市)
小梅の姉 様(守山区)
小島 岬 様(熱田区)
マコ．I 様(長久手市)
コルくん（invitation) 様(中区)
花田 幹久 様(天白区)
ヤオン 様(天白区)
りんの母 様
山崎 真美 様(岡崎市)
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