
№ 氏名又は名称 事業所の名称 事業所の所在地 主として取り扱う動物の種類及び数 種別 登録番号 登録年月日

1 中川　幸子 ジョイステップナカガワ 糸島市志摩久家２５２５ 犬(19) 販売 4060100002 H18.8.8

2 江藤　良子 かずらＪＰ 糸島市二丈武１３６－１１ 犬(6) 販売 4060100003 H18.8.21

3 津田　美穂 ピュア　イン　ハート　JP 糸島市加布里1丁目12番8号 犬(27) 販売 4060100008 H18.9.8

4 津田　美穂 ピュア　イン　ハート　JP 糸島市加布里1丁目12番8号 犬(25) 保管 4060200003 H18.9.8

5 稗田　美保子 ペットランド　クーピ 糸島市富５３８－３ 犬(25) 販売 4060100009 H18.9.12

6 末永　香代子 ﾄﾞｯｸﾞﾊｳｽすえなが 糸島市二丈石崎１８－３ 犬(88) 販売 4060100001 H18.9.22

7 末永　香代子 ﾄﾞｯｸﾞﾊｳｽすえなが 糸島市二丈石崎１８－３ 犬・ねこ(26) 保管 4060200001 H18.9.22

8 桜井　昭生 グレイスフルランド 糸島市志摩井田原７６-２０ 犬(8) 販売 4060100013 H18.10.12

9 桜井　昭生 グレイスフルランド 糸島市志摩井田原７６-２０ 犬(2) 保管 4060200006 H18.10.12

10 桜井　昭生 グレイスフルランド 糸島市志摩井田原７６-２０ 犬(2) 訓練 4060400001 H18.10.12

11 楠原　康彦 DAINCHI KUSUHARA JP 糸島市浦志５０３－３ 犬(6) 販売 4060100014 H18.10.25

12 有限会社秀栄システム ドッグムーン 糸島市志摩小金丸１８７３‐５１ 犬・ねこ(11) 保管 4060200007 H18.11.17

13 柿木　利一 柿木ドッグスクール 糸島市志摩岐志１２５２の３ 犬(100) 販売 4060100030 H19.4.20

14 柿木　利一 柿木ドッグスクール 糸島市志摩岐志１２５２の３ 犬(30) 保管 4060200018 H19.4.20

第一種動物取扱業者情報一覧

糸島保健福祉事務所管内 令和４年１２月３１日現在
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15 柿木　利一 柿木ドッグスクール 糸島市志摩岐志１２５２の３ 犬(15)
譲受
飼養

4060700001 H26.8.8

16 細井　麻恵 Ｋa２ 糸島市篠原西３－１３－２０ 犬(10) 保管 4060200021 H.19.5.31

17
株式会社高木プラスメ
タル

株式会社高木プラスメタル 糸島市本１４１２番１ 犬(20) 販売 4060100038 H.19.6.19

18 上野　貴士 上野乗馬苑 糸島市志摩小金丸１２５３－２ 馬(25) 展示 4060500005 H.19.7.26

19 松﨑　優 Alwayshere 糸島市二丈深江７０８ 犬(10) 販売 4060100040 H19.8.13

20 坪井　展子 Villa  de  Dog！ 糸島市荻浦５８４－２ 犬(15) 保管 4060200025 H20.3.25

21 湯地　堅二 ゆじ動物病院 糸島市荻浦５８３－１ 犬・猫　小鳥等(25) 保管 4060200026 H20.3.27

22 太田　和俊 ラブリィ大和 糸島市高上　202-3 犬(50) 販売 4060100053 H21.6.19

23 太田　和俊 ラブリィ大和 糸島市高上　202-3 犬(50) 保管 4060200029 H21.6.19

24 家村　かおる Ｂｕｎｎｙ’ｓ　Ｓａｎｃｔｕａｒｙ 糸島市志摩野北1320-14 うさぎ(30) 販売 4060100057 H.22.4.12

25 家村　かおる Ｂｕｎｎｙ’ｓ　Ｓａｎｃｔｕａｒｙ 糸島市志摩野北1320-14 うさぎ(30) 保管 4060200045 H27.3.23

26 株式会社二助企画 株式会社　二助企画 糸島市二丈吉井８０８－９ ニホンザル(25) 展示 4060500008 H23.6.7

27 松﨑　園子 うえらんから　糸島 糸島市志摩小金丸１９４６－６ 犬(10) 保管 4060200032 H23.11.21

28 田中　有美
ワンちゃんのお店 Dod is
family

糸島市前原駅南２－２４－３０ 犬(15) 保管 4060200033 H24.2.7
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29 仲村　恵利加 ドッグスクール・ミッキー 糸島市高田２丁目１６－２５ 犬(10) 保管 4060200034 H24.3.12

30 仲村　恵利加 ドッグスクール・ミッキー 糸島市高田２丁目１６－２５ 犬(10) 訓練 4060400009 H24.3.12

31 富永　雅史 ペットサロンガルル前原店 糸島市前原北４丁目８－１４ 犬・うさぎ(20) 販売 4060100062 H24.3.15

32 富永　雅史 ペットサロンガルル前原店 糸島市前原北４丁目８－１４ 犬・ねこ(15) 保管 4060200035 H24.3.15

33 有限会社山翔産業 有限会社　山翔産業 糸島市池田８３７－３ 犬(20) 販売 4060100063 H24.7.7

34 有限会社山翔産業 有限会社　山翔産業 糸島市池田８３７－３ 犬(20) 保管 4060200040 H26.4.28

35 株式会社ケンネル
わんわんペットセンター前原
店

糸島市潤２丁目１－１ 犬・ねこ・ハムスター・インコ・カメ等(140) 販売 4060100067 H.25.2.1

36 株式会社ケンネル
わんわんペットセンター前原
店

糸島市潤２丁目１－１ 犬・ねこ・ハムスター・インコ(45) 保管 4060200037 H.25.2.1

37 三宅　智美 こより 糸島市加布里２６５－２ インコ(60) 販売 4060100068 H.25.4.19

38 平川　秀美 ＤＯＧ　１　Ｄ．Ｃ． 糸島市高祖５９８－１ 犬・猫(3) 販売 4060100070 H.25.6.12

39 平川　秀美 ＤＯＧ　１　Ｄ．Ｃ． 糸島市高祖５９８－１ 犬(5) 保管 4060200041 H25.5.1

40 塩田　有希 ソールトファーム 糸島市三雲１００－１ 犬(2) 販売 4060100069 H.25.5.2

41 古家　由規 ドッグ・シッター　こはる 糸島市加布里１０３６－３ 犬(20) 販売 4060100071 H.25.6.26

42 古家　由規 ドッグ・シッター　こはる 糸島市加布里１０３６－３ 犬(10) 保管 4060200038 H.25.6.26
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43 山内　よしみ ペットハウス　Ｃｏｓ　Ｍｏｓ 糸島市高田１－３３－１ 犬・猫(26) 販売 4060100072 H25.12.2

44 脇田　仲世 ＪＡＣＫＳ　ＫＵＧＩＭＯＴＯ　ＪＰ 糸島市二丈吉井４１８８ 犬(15) 販売 4060100074 H25.12.13

45 山本　祐紀 ａｉｓｅｎｃａ 糸島市高祖１２－５ 犬(出張) 訓練 4060400011 H26.1.8

46 吉川　信光 柴犬　荻浦荘 糸島市荻浦５９７－１ 犬　(6) 販売 4060100075 H.26.3.28

47 尾﨑　一代 いぬの訪問介護・タクシー凪 糸島市篠原西３－５－３５ 犬・猫(10) 保管 4060200046 H28.3.29

48 園田 寿美子 Dog　House　Cocoon 糸島市二丈松国６６１ 犬(20) 保管 4060200047 H28.7.22

49 児嶋　快治 ハーティーフィールド 糸島市神在９９－１１ 犬(8) 販売 4060100079 H28.9.26

50 波多江　暁美 ドックハウス　いぬとも 糸島市波多江５２１－１ 犬(1) 保管 4060200052 H28.12.14

51
フィールドテクニクス株
式会社

わんわんふぃーるど 糸島市二丈深江１２８７ 犬(5) 保管 4060200054 H29.3.28

52 楠原　薫 JEWEL PATTY 糸島市泊１４５６－１ 犬(10) 販売 4060100080 H29.5.1

53 鍬野　美津子 トリミングサロン　ダンドゥビ 糸島市波多江駅北３－２２－８ 犬(15) 保管 4060200055 H29.6.1

54 越智　悠子 Bird Home LAPATEE 糸島市本１３９０－３１ インコ、コキンチョウ、トカゲ(12) 販売 4060100082 H30.2.3

55 麻野　敦子 いぬといっぽ 糸島市二丈吉井３８１５－１０７ 犬(出張) 訓練 4060400013 H30.6.26

56 泉　香織 Dog Salon Loup 糸島市二丈深江２１２８－８６ 犬・猫(3･5) 保管 4060200059 H30.11.11
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57 古川　真理 K・ウッディ―ハウス　JPズ 糸島市神在１４８３－１ 犬(130) 販売 4060100084 H31.3.1

58 西原　真一朗 アイアムドッグ 糸島市蔵持８５７－１３ 犬(12) 販売 4060100085 H31.2.8

59 小島　雄次 にゃんこハウス 糸島市井原１２６６ 猫(5) 保管 4060200062 H31.4.4

60 小島　雄次 にゃんこハウス 糸島市井原１２６６ 猫・犬(5・1) 展示 4060500011 H31.4.4

61 山本　富士子 Too Heaven 糸島市志摩松隈４９４－３２ オウム・インコ(6･6) 販売 4060100087 R1.5.30

62 山本　富士子 Too Heaven 糸島市志摩松隈４９４－３２ 犬(2) 保管 4060200064 R1.5.30

63 山本　未紀 ペットシッター　Chocolat 糸島市志摩小金丸1873-32 犬・猫・フェレット・ハムスター・ウサギ(5) 保管 4060200065 R1.6.10

64 辻野　薫 Tira Harry
糸島市前原西２丁目２－２２　ガーデ
ンコートM　１１０号室

ウロコインコ(5) 販売 4060100088 R1.10.31

65 辻野　薫 Tira Harry
糸島市前原西２丁目２－２２　ガーデ
ンコートM　１１０号室

鳥(10) 保管 4060200066 R1.10.31

66 徳丸　貴美 わんちゃんの美容室　Paw 糸島市板持４９０－１ 犬(3) 保管 4060200067 R2.1.23

67 株式会社ONE-ZOO 樹の園 糸島市志摩桜井２４１１－１ 犬(20) 販売 4060100090 R2.3.12

68 烏山　善幸 烏山　善幸 糸島市神在１４８４－９ 犬(6) 販売 4060100091 R2.3.25

69 大島　修司 糸島ヤギ牧場 糸島市志摩小金丸２７１１－４ ヤギ(40) 販売 4060100092 R2.3.30

70 大島　修司 糸島ヤギ牧場 糸島市志摩小金丸２７１１－４ ヤギ(40) 貸出 4060300005 R2.3.30
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71 大島　修司 糸島ヤギ牧場 糸島市志摩小金丸２７１１－４ ヤギ(40) 展示 4060500012 R2.3.30

72
株式会社ラッキードッ
グ・カンパニー

ペットサロン・メイプル 糸島市高田４－１－１ 犬・猫(27) 保管 4060200068 R2.3.30

73
社会福祉法人香月福
祉会

社会福祉法人香月福祉会 糸島市志摩久家２３９０－１ 馬(4) 展示 4060500013 R2.3.30

74 田中　友 dog salon Riku & Ravie 糸島市神在１１７３－６ 犬(3) 保管 4060200069 R2.5.15

75 知念　理香
cœur à cœur クール・ア・クー
ル

糸島市志摩稲葉２６６ 犬・猫・インコ(6) 保管 4060200070 R2.6.12

76 小林　祥子 ドックサロンのあ 糸島市前原南２丁目１９－２８ 犬(7) 保管 4060200071 R3.3.29

77
株式会社マニュアルプ
ラス

オメガハウス 糸島市志摩師吉５３７－１ 犬(5) 保管 4060200072 R3.5.24

78 株式会社ONE-ZOO 樹の園 糸島市志摩小金丸2438-3 犬(35) 販売 4060100093 R3.6.4

79 石橋正二郎 ペットサロン Angel 糸島市有田中央１丁目８－３１ 犬(10) 販売 4060100094 R3.6.14

80 石橋正二郎 ペットサロン Angel 糸島市有田中央１丁目８－３１ 犬(2) 保管 4060200073 R3.6.14

81 古川　涼子 EIGHT BULL 糸島市神在西３丁目１９－７ 犬(3) 販売 4060100095 R3.8.16

82 城　寿文 KONRAD HORSEFARM 糸島市高上９ 馬(9) 展示 4060500014 R3.9.6

83 毛利　雄市 ドッグサロン　フローラ 糸島市波多江駅北３－１９－１１ 犬(10) 保管 4060200074 R3.11.12

84 曽田　怜名 Shiro Itoshima 糸島市志摩芥屋２０２ 鳥(10) 販売 4060100096 R3.12.20
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85 株式会社ウィング ビバペッツ志摩店
糸島市志摩津和崎２９－１　ビバホー
ム志摩店内

犬・猫(10.2) 販売 4060100097 R4.3.11

86 株式会社ウィング ビバペッツ志摩店
糸島市志摩津和崎２９－１　ビバホー
ム志摩店内

犬・猫(7.2) 保管 4060200075 R4.3.11

87 吉冨　智鶴 犬の訪問ケア　れんげ
糸島市前原駅南１丁目２４－１０－２０
２

犬・猫(10) 保管 4060200076 R4.3.23

88
MGGｓ Partners株式会
社

Club31
糸島市二丈福井６０６４番地１　１階C
号室

犬(15) 保管 4060200077 R4.4.22

89
MGGｓ Partners株式会
社

Club31
糸島市二丈福井６０６４番地１　１階C
号室

犬(15)
譲受
飼養

4060700002 R4.4.22

90 安藤　嘉基 保護猫カフェ　take9 糸島市志摩芥屋８３７ 猫(20) 展示 4060500015 R4.12.9
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