
１～１２月分 犬の名前 費目 金額 適用

2014年1月 いおり 医療費 17810
雑費 4056
訓練費 10400
飼育費 5700
輸送交通費 10285

ミール 医療費 6300
輸送交通費 4627
雑費 640

珀 医療費 23305
そら 医療費 6930
（グッズ販売送料） 送料 7770

97823

2014年2月 いおり 医療費 31500
送料 1270 メルのクレート送料

ミール・メル・みもざ・チェリー医療費 5250 ミール
輸送交通費 5867 みもざ、チェリー
輸送交通費 4417 メルのクレート送料

珀 医療費 12500
チェリー 医療費 39123

雑費 1000 ＭＣ登録料
瑚々 医療費 7000
空 輸送交通費 2206
動物病院Ａ 医療費 23100
動物病院Ｂ 医療費 75120
動物病院Ｃ 医療費 6468

214821

2014年3月 チェリー 医療費 3360
瑚々 医療費 5100
マリリン 医療費 6000

その他 39900 葬儀費用
いおり 医療費 45650

雑費 6036
心和 医療費 36288
ミール、みもざ 医療費 6300 ミール

輸送交通費 5130 みもざ
ソー 医療費 6300

輸送交通費 9498
心和（支払先２） 輸送交通費 4000
心和（支払先３） 医療費 4515
レオ 医療費 16521
ブリッツ 医療費 3312
セボン 輸送交通費 4188
動物病院Ｅ 医療費 6860
動物病院Ｂ 医療費 61400

270358

2014年4月 トム 雑費 1000 ＭＣ登録料
ローズ 医療費 5725

飼育費 4777 保護者供与
輸送交通費 1869

いおり 医療費 17690
送料 640

2014年１～１２月分



びおら 医療費 38319
瑚々 医療費 5700
ソー 医療費 4000
ミール 医療費 3240
ローズ（支払先２） 送料 2870
心和 医療費 16849
ブリッツ 雑費 1000 ＭＣ登録料

雑費 3550 畜犬登録
輸送交通費 2000 ローズとブリッツ

動物病院Ｄ 医療費 208984
動物病院Ｃ 医療費 44982
動物病院Ｂ 医療費 142500

498970

2014年5月 そら 医療費 12916
琥珀 医療費 8210
心和 医療費 54584
いおり 医療費 30470
びおら 医療費 25182
瑚々 医療費 4920
イベント費用 その他 11500 朝霧ＦＤＧ
動物病院Ｂ 医療費 75700
動物病院Ｃ 医療費 2646

226128

2014年6月 トム 輸送交通費 15459
トム（支払先２） 雑費 3000 畜犬登録料
いおり 医療費 18790
心和 医療費 45361
エルマー 医療費 1792

雑費 768
輸送交通費 19194

びおら 医療費 10607
琥珀 医療費 53830
瑚々 輸送交通費 10375
動物病院Ｂ 医療費 18000
動物病院Ｃ 医療費 14526

211702

2014年7月 りゅう 輸送交通費 6310
いおり 医療費 15500
ミコ、ミロ 医療費 33264

輸送交通費 28455
トム 医療費 4200
琥珀 医療費 7590

雑費 1000 ＭＣ登録料
心和 医療費 42164
ミロ（支払先２） 医療費 12070
瑚々 輸送交通費 4760
りゅう（支払先２） 輸送交通費 4000
びおら 医療費 3596
レオ 医療費 9720
物資輸送 輸送交通費 23381 東京～福島往復
動物病院Ｇ 医療費 115280
動物病院Ｂ 医療費 112210

423500

2014年8月 ミロ 医療費 78496
心和 医療費 25937



琥珀 医療費 5860
ジョージ 医療費 9651
マース 輸送交通費 4836
ソー 医療費 4530

雑費 3000 畜犬登録
びおら 医療費 13662

雑費 3540 畜犬登録及び証明書
ソー（支払先２） 輸送交通費 6452
ミール 輸送交通費 5817
いおり その他 55110 葬儀費用
きり 雑費 3024
そら 医療費 3456

223371

2014年9月 エルマー 医療費 2959
愛之助 医療費 23600

輸送交通費 1810
星 医療費 21600 セイ

輸送交通費 4280
リン 医療費 7560

輸送交通費 1100
ベガ 医療費 6440
ミッキー、セボン、マース他 医療費 11660
きり 医療費 24680
真子 輸送交通費 14303
びおら 医療費 103632
ミール、心和、ベガ、ソー、愛之助 輸送交通費 6300 ミール

輸送交通費 7280 ソー
輸送交通費 7194 愛之助
輸送交通費 7194 ベガ
輸送交通費 23320 心和
送料 3132
輸送交通費 12345 上記全てに対して

ソー 輸送交通費 10620
心和 医療費 3942
ミロ 医療費 7100
玄 医療費 67792

輸送交通費 11286
送料 1628
その他 1512 預かり先伝染病予防薬

琥珀 医療費 14650
シェル 医療費 11100
マース 輸送交通費 5081
ＮＰＯ法人愛媛いぬねこ様 輸送交通費 22486
真子 医療費 12540
動物病院Ｃ 医療費 132521
動物病院Ｂ 医療費 57400
動物病院Ａ 医療費 6108
協力病院へお礼 接待交際費 33200 ９件に対して

689355

2014年10月 マロン 医療費 10800
真子 輸送交通費 3960
ミール、心和、リン、よもぎ、愛之助医療費 3240 ミール

輸送交通費 11660 心和
輸送交通費 11020 愛之助
輸送交通費 5840 リン
輸送交通費 2980 よもぎ
輸送交通費 6250 ミール、リンイベント参加



輸送交通費 6574 ジャッキー、ミュー
カブ 雑費 3550 畜犬登録
琥珀 医療費 23220
そら 医療費 8316

輸送交通費 4380
びおら 医療費 160503
ミュー 医療費 15359
ミロ 医療費 9500

輸送交通費 8227
玄 医療費 72746
きり 医療費 20110
シェル 医療費 2600
ベガ 医療費 8500

輸送交通費 4804
レオ 医療費 43740
動物病院Ｇ 医療費 29800
動物病院Ｆ 医療費 68040
動物病院Ａ 医療費 17280
動物病院Ｂ 医療費 43000
動物病院Ａ 医療費 29700

635699

2014年11月 リン 医療費 1620
シェル 医療費 2600
ミュー 医療費 6221
真子 輸送交通費 20213

医療費 7020
アイル 輸送交通費 5451
きり 医療費 17524
よもぎ 輸送交通費 6860
そら 輸送交通費 2000
琥珀 医療費 32560
マロン 医療費 15822
ミロ 輸送交通費 8430
エルマー、マース、セボン、ジョン他 医療費及び輸送費等 55179
会場使用料 その他 1620 朝霧フリマ
動物病院Ｂ 医療費 41800
動物病院Ｈ 医療費 34780
動物病院Ｃ 医療費 35937

295637

2014年12月 ジョージ 医療費 5456 ９月分清算
琥珀 医療費 22320
ミュー 医療費 2333
マロン 輸送交通費 5460
シェル 医療費 2600
そら 輸送交通費 5730
ベガ、アイル、ミッキー、愛之助他 医療費及び輸送費等 139466
アイル 輸送交通費 6310
ミール、エレナ他 医療費及び輸送費等 49610
きり 医療費 20940
レオ 医療費 6745
真子 輸送交通費 12786
動物病院Ｂ 医療費 55550

335306

２０１４年１２月精算分
の費目詳細につきまし
ては２０１５年１月中旬
ころの処理になりま
す。


