
№ 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 岩永　美鈴 ペットサロン  りぼん
福岡県遠賀郡水巻町下二東２丁目１
０－２６

犬(７) 保管 4054200002 H18.8.8

2 石井　孝 ペットサロン　いぬ倶楽部 福岡県宗像市自由ヶ丘西町２－６ 犬(9) 保管 4057200010 H19.2.23

3 吉田　春利 ペットハウス　MOMO 福岡県宗像市平井１丁目３－１ 犬(20) 保管 4057200011 H19.3.9

4 吉田　美恵子
ペットビューティーサロン　ナ
ナ

福岡県中間市岩瀬西町８－２６ 犬(8)・猫(1) 保管 4054200008 H19.5.30

5 田邉　初美 愛犬の美容室パピー 福岡県中間市浄花町１７－１３ 犬(8) 保管 4054200009 H19.5.30

6 江口　佳代 ワンワンパラダイス 福岡県中間市通谷１－１２－５ 犬(8) 保管 4054200012 H19.6.13

7 石田　彩 Ｄｏｇ　Ｈｅａｒｔ
福岡県中間市蓮花寺３－２－１
シャルマン１０１

犬(8) 保管 4054200016 H20.2.22

8 荻堂　知佳 ペットサロンＧＡＲＤＥＮ 福岡県中間市中央１丁目４３－２４ 犬(3) 保管 4054200018 H21.4.23

9 後藤　ゆかり Hearts（ハーツ） 福岡県中間市土手ノ内１丁目８－６ 犬(3) 保管 4057200021 H22.1.13

10 松下　小夜子 Pet Salon an．zoo 福岡県福津市西福間４丁目５－２５ 犬(4) 保管 4057200022 H22.2.17

11 宮城　久実子 ドッグサロン　Ｈａｎｎａ 福岡県宗像市東郷５－４－２８ 犬（3） 保管 4057200030 H23.3.16

12 添田　圭輔 ドッグサロン　プーチ 福岡県宗像市くりえいと２－４－３３ 犬(13)・猫(2) 保管 4057200032 H23.5.23

13 相野　美紀 犬の美容室　チロタン 福岡県福津市若木台５－４－７ 犬(5) 保管 4057200035 H23.10.19

14 出野　久美子 宗像ペットサービス 福岡県宗像市自由ヶ丘５丁目９７５ 犬(6) 保管 4057200037 H24.3.19

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在
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15 イオンペット株式会社 ペテモ福津店
福岡県福津市日蒔野６丁目１６番地
の１

犬(36)・猫(6) 保管 4057200040 H24.4.3

16 石内　嘉徳 ブレスワンケンネル 福岡県宗像市神湊１２５０－１５ 犬(7) 保管 4057200045 H24.11.9

17 足立　和美 ペットの美容室ｓｅａｓｏｎ 福岡県福津市花見の里３－２－１５ 犬・猫(3) 保管 4057200046 H25.3.11

18 中西　美穂
DOG SALON ＆ COFE
ARALE

福岡県遠賀郡芦屋町高浜町９－３ 犬(2) 保管 4057200047 H25.4.9

19 有限会社　松岡 ANIMAL　STAR☆FIELD 福岡県福津市渡４６２－７ 犬(10)・猫(5) 保管 4057200049 H25.4.17

20
株式会社　こんぱにお
んあにまるず

こんぱまる 福岡県中間市通谷２－４－１０ 鳥(10) 保管 4057200051 H25.10.23

21 島田　道子 ドッグサロン　ＣＵＴＥ 福岡県中間市岩瀬西町２１－８ 犬(7) 保管 4057200052 H25.11.1

22 永吉　美優 ドッグカフェ　BeBe 福岡県遠賀町松の本１丁目４番１５号 犬(4) 保管 4057200055 H26.10.6

23 吉田　京子 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　Ｐｅｔｉｔ　ｐａｓ
福岡県岡垣町大字山田字山下２９９
－１　岡垣パーキング店舗Ｃ号室

犬(10) 保管 4057200056 H26.11.25

24 石井　美奈 アニマルシッター　メリー 福岡県中間市岩瀬西１８－２２
犬(3)・猫(10)・ウサギ(1)・鳥
(4)

保管 4057200057 H27.1.7

25 株式会社ドルチェ ドッグサロンドルチェ福津店 福岡県福津市中央５丁目２０－６ 犬(27)猫（３） 保管 4057200059 H27.5.14

26 惠村　康憲
ペットホテル＆ドッグラン
ＣＯＣＯＮＡ

福岡県福津市内殿３８４－３ 犬(5) 保管 4057200061 H27.7.10

27 株式会社ＫＹＷ ドッグサロン　イキシア 福岡県宗像市日の里１丁目２９－４ 犬(9) 保管 4057200064 H27.11.16
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28 江草　直子 ペットシッター　れおん 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３４－４０
犬(3)・猫(10)・インコ10)・うさ
ぎ(5)

保管 4057200065 H27.11.19

29 大田　晃之 テル動物病院 福岡県宗像市田久４丁目１－１ 犬（８）、猫（４） 保管 4057200067 H28.3.28

30 丸山　和美 Ｋわんハウス
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿８７２
－７

犬(3) 保管 4057200070 H28.6.28

31 井上　由美 ハッピーウォーカー 福岡県宗像市泉ヶ丘１丁目５－１９ 犬(10) 保管 4057200071 H28.10.18

32 内藤　良子 ワンちゃんとこや　ロン 福岡県中間市中央一丁目６－２３ 犬(5)・猫(1) 保管 4057200073 H29.6.27

33 松野　妙子 ＭＯＮＡ　ＨＯＵＳＥ 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋５２２ 犬(5) 保管 4057200074 H29.10.19

34 占部　晴香
ペットシッターサービスＡｗｐｉ
ａ

福岡県福津市光陽台４－１４－２ 犬(3)・猫(3) 保管 4057200076 H29.10.27

35 福冨　美由紀 KINDOG　HOME 福岡県中間市桜台１丁目１４－２７ 犬(7) 保管 4057200078 H29.12.5

36 石内　あゆみ Dog salon One life 福岡県宗像市徳重１丁目１７－２４ 犬(3) 保管 4057200079 H30.3.28

37 有田　景子 アニマル　マミー 福岡県遠賀郡遠賀町若葉台１－８ 犬(5)・猫(5) 保管 4057200081 H30.4.20

38 川村　和代 ペットシッター冴智（さち） 福岡県福津市宮司４－２３－３－４０５ 犬(5)・猫(5) 保管 4057200082 H30.8.24

39 株式会社ペテック 五条ペット　ナフコ南宗像店
福岡県宗像市光岡１０５
ナフコ南宗像店内

犬・猫(10) 保管 4057200083 H31.1.24

40 加留部　昇司 ワンズリリーフ 福岡県福津市光陽台６丁目１５－１４

犬・猫・うさぎ・リス・スナネズ
ミ・フェレット・インコ・オウム・
文鳥・十姉妹・イグアナ・カメ
(各2)

保管 4057200084 H31.3.6
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41 得丸　智実 ペットショップ　チャビ 福岡県宗像市青葉台１丁目１８－３ 犬(5) 保管 4057200085 R1.8.6

42 株式会社ライドクリアー とも動物病院
福岡県遠賀郡水巻町吉田西三丁目２
１番３７号

犬(4)・猫(3) 保管 4057200088 R2.1.22

43 有限会社パル パル動物病院 福岡県遠賀郡水巻町樋口３番５号 犬(10)・猫(7) 保管 4057200089 R2.4.2

44 吉成　順治 モモンガポーチ 福岡県遠賀郡岡垣町松ヶ台３－５－４
犬(2)、猫(2)、モモンガ(20)、
小動物(20)、鳥類（10）、爬虫
類（20）

保管 4057200090 R2.4.10

45 井澤　仁美 Trimming　salon lupo 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿２４９－１３ 犬（８） 保管 4057200091 R2.4.30

46 塩崎　いづみ Dog　Salon　Salt 福岡県福津市津屋崎４丁目３３－３ 犬（１０） 保管 4057200092 R2.5.18

47 小川　文生 ペットサロン　ピュア
福岡県遠賀郡水巻町猪熊７丁目３－
４０

犬（９） 保管 4057200093 R2.5.22

48 株式会社まごころ会 わんわんる～む　シュシュ
福岡県中間市岩瀬１－８－１
東海倶楽部２０３号－②

犬（１０） 保管 4057200094 R2.6.4

49 川原　愛莉 Trimming　Salon Lilie 福岡県福津市津屋崎７－３０－６ 犬(５)、猫（１） 保管 4057200096 R2.6.16

50 有限会社ポチ たぢか動物病院
福岡県宗像市自由ヶ丘１１丁目１３－
３、１３－９

犬・猫（合計１５） 保管 4057200097 R2.6.23

51 株式会社ウィング ビバペッツ東水巻店
福岡県遠賀郡水巻町吉田南５丁目４
スーパービバホーム東水巻店内

犬（４）猫（２） 保管 4057200098 R2.7.17

52 竪野　慎治 PET　SHOP　JII’S 福岡県福津市畦町４５０－２ 犬（８） 保管 4057200099 R2.8.26

53 株式会社クラウン Salon Villa 福岡県宗像市田久２丁目４番２０号 犬（３０）、猫（２） 保管 4057200100 R2.11.18
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54 株式会社ウィング ビバペッツ赤間店
福岡県宗像市田久２丁目１－１スー
パービバホーム赤間店内

犬（４）、猫（２） 保管 4057200101 R2.11.25

55 入江　愛子 ペットショップ　マリン 福岡県宗像市吉留３５３０番 犬（2） 保管 4057200102 R3.3.25

56 堤　清美 pet salon 223
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前２－
２２　　パインコート１０６

犬・猫（７） 保管 4057200103 R3.5.14

57 株式会社mahalo アニマルサロン　マハロ 福岡県遠賀郡水巻町猪熊１－７－２０ 犬(3)・猫（1） 保管 4057200104 R3.5.28

58 株式会社PLUMERIA
PLUMERIA　Dog　Spa＆
Hotel

福岡県福津市日蒔野5-5-1-102 犬(10)・猫（2） 保管 4057200105 R3.9.14

59 河野　博紀 ペットビレッジ 遠賀郡遠賀町今古賀209番地 犬(4)・猫（2） 保管 4057200106 R3.9.30

60 増田　和美 Dog　House　なぎさ 福岡県中間市長津3-7-12 犬（3） 保管 4057200107 R3.12.15

61 株式会社　マクシス マクドック 福岡県中間市東中間２丁目１６－１ 犬(5) 保管 4057200108 R4.1.7

62 甲斐　雅美 nico house 福岡県福津市西福間５－１７－２ 犬(15) 保管 4057200109 R4.2.2

63 古藤　元気 PRIDE　LAND 福岡県宗像市吉田１０４１番地 犬（５） 保管 4057200110 R4.5.18

64 小川　海斗 dog house APOLLO 福岡県福津市西福間3-40-5 犬（２） 保管 4057200111 R4.5.25

65 斉藤　賀子 Petsalon　Maroo 福岡県中間市岩瀬西町22-12 犬（３）猫（１） 保管 4057200112 R4.5.24

66 米田　真智子
ドッグシッターアンドセラピー
福津

福岡県福津市星ヶ丘26-26 犬（２） 保管 4057200113 R4.5.25

67
カリフォルニアビンテー
ジ株式会社

ピグレッツ 福岡県福津市宮司浜３－１２－１５ 豚（2） 保管 4057200114 R4.6.21
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68 坂本　浩海 CRESTA 福岡県宗像市栄町１２－１５
ヘビ（5）、ヤモリ（2）、トカゲ
（2）、カメレオン（2）

保管 4057200115 R4.7.11

69
株式会社オムニア自然
療法ペットクリニック

P&H 福岡県福津市西福間4－15－27 犬（8）、猫（4） 保管 4057200116 R4.7.13

70 仁田原　志起
ライディングスクールスマイ
ルフィールド

福岡県宗像市江口872‐1 馬(10) 保管 4057200117 R4.8.2

71 篠原　知子 HAPPY 福岡県福津市西福間1丁目29‐25 犬(10) 保管 4057200118 R4.9.19

72 益塚　亜樹子 ドッグケアサロン　ミリミリ 福岡県福津市西福間3-43-1 犬（3） 保管 4057200119 R4.11.17

73 高崎　善博 コンピ― 福岡県遠賀郡岡垣町黒山214

【哺乳類】ハムスター（30）・
ステップレミング（10）・チンチ
ラ（10）・モルモット（1）
【鳥類】フィンチ（5）・インコ
（10）・オウム（10）
【爬虫類】ヤモリ（50）・トカゲ
（10）・カメ（5）

保管 4057200120 R4.12.27

74 末田　雅裕
DOG  BARBER  SIRUKU
HOUSE

福岡県中間市通谷６丁目５－６ 犬（５） 保管 4057200121 R4.12.27

75 株式会社ナフコ
ホームプラザナフコ南宗像
店

福岡県宗像市光岡１０５－１

ハムスター(50)・フェレット
(1)・ウサギ(3)・モルモット(3)・
文鳥(10)・十姉妹(5)・キンカ
鳥(6)・インコ(20)・カメ(2)等

販売 4057100001 H18.7.20

76 小野　武次 わんわんドリーム
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津字五
反田６２９－１０

犬(8) 販売 4054100001 H18.8.8

77 田中　明文 バトルランナーＪＰ 福岡県中間市桜台２－７－２ 犬(4) 販売 4054100003 H18.8.10

78 古山　勝美 ペットのケイズ 福岡県宗像市池田２０１ 犬(18)・猫(35) 販売 4057100006 H18.8.29
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79 北野　祐二 北野犬舎 福岡県宗像市池田１３２３－６ 犬(46) 販売 4057100009 H18.10.17

80 栗田　富子 リバーサイドセブン 福岡県中間市長津３丁目１８－１ 犬(9) 販売 4054100008 H19.1.15

81 江口　光昭 アメハコ　ワールド 福岡県遠賀郡岡垣町高倉６８５－１ 亀(40) 販売 4054100009 H19.2.2

82 伊福　恵子 伊福
福岡県遠賀郡水巻町二西３－１４－１
３

犬(9) 販売 4054100011 H19.2.16

83 吉田　春利 ペットハウス　MOMO 福岡県宗像市平井１丁目３－１ 犬(15) 販売 4057100013 H19.3.9

84 村田　美幸 マジカルクィーンＪＰ 福岡県遠賀郡遠賀町田園３－１２－６ 犬(5) 販売 4054100014 H19.3.26

85 岡村　美由紀 ブルーベル犬舎 福岡県遠賀郡岡垣町戸切１６６５－１ 犬(7) 販売 4054100016 H19.4.16

86 渡辺　麻里子 ＭＡＹＵ－３ 福岡県宗像市石丸３丁目６－５ 犬(15) 販売 4057100017 H19.5.14

87 赤星　彰
ジダイヤ　ハウス　ジェイ
ピー

福岡県宗像市赤間４丁目１０－２ 犬(7) 販売 4057100020 H19.5.29

88 日比生　容史子 ＡＭＩ’ｓ　ＲＯＯＭ 福岡県中間市太賀２－２－５ 犬(１７) 販売 4054100019 H19.5.30

89 甲斐　義信 猛禽ハウス 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎８９０－１０ 鳥(12) 販売 4054100032 H20.4.9

90 まつみ株式会社 まつみ株式会社 福岡県福津市中央一丁目１番１６号 犬(5) 販売 4057100026 H21.2.24

91 太田　照美 玄海太田荘 福岡県遠賀郡遠賀町木守１５５４ 犬(5) 販売 4057100034 H22.5.10

92 出野　久美子 宗像ペットサービス 福岡県宗像市自由ヶ丘５丁目９７５ 犬(6) 販売 4057100048 H24.3.19
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№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

93
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト福津店
福岡県福津市日蒔野６丁目１６番地
の１　イオンモール福津１階　ペテモ店
内

犬(２５)・猫(6) 販売 4057100049 H24.4.17

94 橋本　詩織 グランディール 福岡県岡垣町東高倉１－１９－１０ 犬(2) 販売 4057100051 H24.7.31

95 石内　嘉徳 ブレスワンケンネル 福岡県宗像市神湊１２５０－１５ 犬(2) 販売 4057100053 H24.11.9

96 月足　智子 ルナ　スター 福岡県福津市星ヶ丘１－１２ 犬(11) 販売 4057100056 H25.5.29

97
株式会社　こんぱにお
んあにまるず

こんぱまる 福岡県中間市通谷２－４－１０ 鳥(100) 販売 4057100057 H25.10.23

98 松野　妙子 ＭＯＮＡ　ＨＯＵＳＥ 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋５２２ 犬(1) 販売 4057100058 H25.10.31

99 島田　道子 ドッグサロン　ＣＵＴＥ 福岡県中間市岩瀬西町２１－８ 犬(4) 販売 4057100059 H25.11.1

100 大川　チカエ シャネルハウス 福岡県宗像市城西ヶ丘２－１１－９ 犬(5) 販売 4047100063 H26.6.9

101 金森　敦子 ｐａｐｐｙ　ｈｏｕｓｅ　ｌｉｆｅ 福岡県宗像市城西ヶ丘３－６－４ 犬(5) 販売 4047100064 H26.7.1

102 川崎　実 川崎　小鳥店
福岡県遠賀町大字虫生津６９２番地
の８

アヒル(2)・ウズラ(14)・シロハ
ラインコ(6)・ウロコインコ(6)

販売 4057100067 H27.3.30

103 村田　浩昭 パピーフレンド 福岡県遠賀郡遠賀町木守１４９ 犬(14) 販売 4057100071 H27.11.10

104 後藤　則子
Dog　Angel　Star　ジョージ
ハウス

福岡県宗像市田野１９４５－１ 犬(10) 販売 4057100079 H29.4.5

105 田口　史郎 ＧＲＯＷＩＮＧ
福岡県福津市若木台１丁目１－１１－
４

爬虫類(250)・犬(2)、猫(2)、
小型哺乳類(8)、鳥(1)

販売 4057100080 H29.4.20
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№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

106 飯尾　光弘 ファーストリレーション 福岡県遠賀郡芦屋町芦屋７８７－１ 犬(15) 販売 4057100081 H29.6.2

107 西村　めぐみ にっしん犬舎 福岡県中間市朝霧１丁目１５番２６号 犬(15) 販売 4057100083 H29.6.27

108 柴田　美圭 マックルハウス 福岡県福津市津屋崎７－２５－２５ 犬(１) 販売 4057100086 H29.11.21

109 石内　あゆみ Dog salon One life 福岡県宗像市徳重１丁目１７－２４ 犬(3) 販売 4057100088 H30.3.28

110 吉武　学 ｃｏｃｏｎａ 福岡県宗像市田熊５－１６－３ 犬(4) 販売 4057100089 H30.5.23

111 原　千穂
TOM’S　ＨＯＵＳＥ（トムズ
ハウス）

福岡県宗像市池田１７１４－２ 犬(15) 販売 4057100091 H30.11.14

112 株式会社ペテック 五条ペット　ナフコ南宗像店
福岡県宗像市光岡１０５
ナフコ南宗像店内

犬(20)・猫(3) 販売 4057100092 H31.1.24

113 濵﨑　直子
ペットホテル＆子犬販売　Ｍ
ＡＲＵＫＡ

福岡県遠賀郡遠賀町広渡２１１０番１
３号

犬(20) 販売 4057100093 H31.2.12

114 高崎　善博 コンピ― 福岡県遠賀郡岡垣町黒山214

【哺乳類】ハムスター（30）・
ステップレミング（10）・チンチ
ラ（10）・モルモット（1）
【鳥類】フィンチ（５）・インコ
（10）・オウム（10）
【爬虫類】ヤモリ（50）・トカゲ
（10）・カメ（5）

販売 4057100096 H31.4.1

115 古藤　元気 PRIDE　LAND 福岡県宗像市吉田１０４１番地 犬(7) 販売 4057100097 R1.5.29

116 吉成　順治 モモンガポーチ 福岡県遠賀郡岡垣町松ヶ台３－５－４

モモンガ(40)、小動物（30）、
ヒメウズラ(12)、インコ(4)、
ヒョウモントカゲモドキ(6)、爬
虫類（30）

販売 4057100099 R1.7.30
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№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

117 大森　統 うめこぶちゃ 福岡県福津市本木１４９０－２ 犬(5) 販売 4057100100 R1.9.9

118 田口　誠 香穏犬舎 福岡県遠賀郡芦屋町正門町１３－５０ 犬(24) 販売 4057100102 R1.12.11

119 中村　涼平 中村　涼平 福岡県中間市大辻町１３－２２号

ミーアキャット(1)・ハリネズミ
(２)・ウサギ(1)・マウス(１０
０)・メンフクロウ(２)・アフリカ
ワシミミズク(2)・ハリスホーク
(１)・コールダック（２）

販売 4057100103 R2.2.10

120 福永　光子 ヒカリ犬舎 福岡県宗像市池田１３２３－６ 犬(14) 販売 4057100104 R2.3.31

121 吉竹　竜生 Ｌａｕｇｈ　ｔａｌｅ 福岡県宗像市泉ヶ丘１丁目９－４

シマリス(2)・レオパ(13)・アト
アゴ(11)・トゲオイグアナ(1)・
アオジタケトカゲ(2)・メキブラ
(1)・ポールパイソン（1)

販売 4057100105 R2.3.31

122 西尾　まい WEST TAIL 福岡県宗像市冨地原１４９０－１ 犬（１０） 販売 4057100106 R2.4.24

123 塩崎　いづみ Dog　Salon　Salt 福岡県福津市津屋崎４丁目３３－３ 犬（５） 販売 4057100108 R2.5.18

124 西住　佳奈 めだか屋悠遊 福岡県福津市中央４丁目１１－２２

ハムスター、ミーアキャット、
ジリス、モルモット、モモン
ガ、チンチラ、フェレット、ウ
サギ、コールダック、セキセ
イインコ、文鳥、カメ

販売 4057100109 R2.5.21

125 小川　文生 ペットサロン　ピュア
福岡県遠賀郡水巻町猪熊７丁目３－
４０

犬（９） 販売 4057100110 R2.5.22

126 岡村　日菜子 竜の村 福岡県宗像市葉山２－３０－７ マウス（２０）、トカゲ（２０） 販売 4057100111 R2.5.29
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№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

127 株式会社ウィング ビバペッツ東水巻店
福岡県遠賀郡水巻町吉田南５丁目４
スーパービバホーム東水巻店内

犬（５）猫（５） 販売 4057100112 R2.7.17

128 奥田　続則 ラビットハウス 福岡県中間市岩瀬１－２－１ ウサギ（２０） 販売 4057100113 R2.7.30

129 竪野　慎治 PET　SHOP　JII’S 福岡県福津市畦町４５０－２ 犬（３） 販売 4057100114 R2.8.26

130 株式会社ウィング ビバペッツ赤間店
福岡県宗像市田久２丁目１－１スー
パービバホーム赤間店内

犬（９）、猫（４） 販売 4057100116 R2.11.25

131 坂本　浩海 CRESTA 福岡県宗像市栄町１２－１５
ヘビ（90）、ヤモリ（100）、トカ
ゲ（10）、カメレオン（5）、カメ
(3)

販売 4057100117 R3.2.10

132 入江　愛子 マリン犬舎 福岡県宗像市吉留３５３０番 犬（５０） 販売 4057100118 R3.3.25

133
カリフォルニアビンテー
ジ株式会社

ピグレッツ 福岡県福津市宮司浜３－１２－１５ 豚（16）、ヤギ（6） 販売 4057100119 R3.4.30

134 上田　弘輝 ドッグハウス　Ｈｉｌｏ 福岡県福津市西福間５丁目２２番１号 犬（5） 販売 4057100120 R3.6.9

135 ガラッソ　マッシモ Amori 福岡県福津市星ヶ丘２６－２９ 犬(2) 販売 4057100121 R3.9.30

136 藤野　真矢 Olipo+ 福岡県宗像市泉ヶ丘１丁目10-2 インコ(20) 販売 4057100122 R3.10.12

137 鬼丸　美紀 Ｔｉｎｋｅｒ　Ｋｅｎｎｅｌ 福岡県遠賀町虫生津南２番１０号 犬(6) 販売 4057100125 R4.1.12

138 株式会社　マクシス マクドック 福岡県中間市東中間２丁目１６－１ 犬(2) 販売 4057100126 R4.1.7

139 甲斐　雅美 nico house 福岡県福津市西福間５－１７－２ 犬(15) 販売 4057100127 R4.2.2

11



№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

140 南　晶子 chubby baby
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り３－１
－３

犬（７） 販売 4057100128 R4.1.28

141 小川　海斗 dog house APOLLO 福岡県福津市西福間3-40-5 犬（９） 販売 4057100129 R4.5.25

142 原田　里穂 Petit  Ange 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿33-46
フクロモモンガ（18）
ヒョウモントカゲモドキ（46）

販売 4057100130 R4.6.8

143 坂上　亜由子 小鳥屋　天花 福岡県遠賀郡岡垣町吉木東1-29-6 インコ（１０） 販売 4057100131 R4.6.20

144 井上　貴久美 MOCO　MOCO　CHILDREN 福岡県福津市光陽台5-15-10 犬（６） 販売 4057100132 R4.6.22

145 岩永　美鈴 ペットサロン  りぼん
福岡県遠賀郡水巻町下二東２丁目１
０－２６

犬(1) 販売 4057100133 R4.7.4

146 上野　真凡 Manyan 福岡県中間市下大隈1274-2 猫（15） 販売 4057100134 R4.9.28

147 末田　雅裕
DOG  BARBER  SIRUKU
HOUSE

福岡県中間市通谷６丁目５－６ 犬（２） 販売 4057100135 R4.12.27

148 伊賀　守 九州大道芸劇団 福岡県遠賀郡岡垣町野間３－４－１ 猿(６) 展示 4054500001 H18.9.21

149
有限会社カナディアン
キャンプ乗馬クラブ

カナディアンキャンプ乗馬ク
ラブ

福岡県宗像市神湊４４番地１ 馬(61) 展示 4057500001 H18.12.1

150 有限会社　ゆうま 有限会社　ゆうま
福岡県遠賀郡岡垣町大字手野１８３
番地

馬(1) 展示 4057500005 H22.1.7

151
株式会社中本乗馬倶
楽部

株式会社中本乗馬倶楽部 福岡県福津市畦町５９７番地の１ 馬(30) 展示 4057500012 H28.11.17

152 宮地嶽神社 宮Zoo　まきば 福岡県福津市宮司元町７－１ 馬(5)・ヤギ(13)・ｴﾐｭｰ（2） 展示 4057500015 H30.2.21

153 甲斐　さやか SR  Showhorse Stable 福岡県宗像市上八２０１２－１ 馬(10) 展示 4057500016 H30.3.28
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№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

154 春田　裕介 むなかた乗馬クラブ 福岡県福津市生家１８５６ 馬(7) 展示 4057500017 H30.4.10

155 株式会社まごころ会 わんわんる～む　シュシュ
福岡県中間市岩瀬１－８－１
東海倶楽部２０１号

犬(9) 展示 4057500020 R1.11.26

156 吉成　順治 モモンガポーチ 福岡県遠賀郡岡垣町松ヶ台３－５－４

犬(2)、猫(2)、モモンガ(40)、
小動物(30)、ヒメウズラ(12)、
インコ等(4)、ヒョウモントカゲ
モドキ(6)、爬虫類(10)

展示 4057500021 R2.4.10

157 奥田　続則 ラビットハウス 福岡県中間市岩瀬１－２－１ ウサギ（２０） 展示 4057500022 R2.7.30

158
有限会社カナディアン
キャンプ乗馬クラブ

カナディアンキャンプ大島牧
場

福岡県宗像市大島２８０４－１ 馬（２０） 展示 4057500023 R2.9.16

159 株式会社あんらいえん あんらいえんホース 福岡県福津市奴山１２３０－１ 馬（４） 展示 4057500024 R3.4.30

160 増田　美佐子 ホースプラン 福岡県福津市生家１８５１ 馬(1) 展示 4057500025 R3.12.15

161 今仁　洋子 じゃむ屋＆ねこバル 福岡県遠賀郡芦屋町船頭町5-16 猫(60） 展示 4057500026 R4.4.19

162
カリフォルニアビンテー
ジ株式会社

ピグレッツ 福岡県福津市宮司浜３－１２－１５ 豚（16）、ヤギ（6） 展示 4057500027 R4.6.21

163 坂本　浩海 CRESTA 福岡県宗像市栄町１２－１５
ヘビ（90）、ヤモリ（100）、トカ
ゲ（10）、カメレオン（5）、カメ
(3)

展示 4057500028 R4.7.11

164 仁田原　志起
ライディングスクールスマイ
ルフィールド

福岡県宗像市江口872‐1 馬(10) 展示 4057500029 R4.8.2
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№ 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

第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

165 高崎　善博 コンピ― 福岡県遠賀郡岡垣町黒山214

【哺乳類】ハムスター（30）・
ステップレミング（10）・チンチ
ラ（10）・モルモット（1）
【鳥類】フィンチ（5）・インコ
（10）・オウム（10）
【爬虫類】ヤモリ（50）・トカゲ
（10）・カメ（5）

展示 4057500030 R4.12.27

166
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト福津店
福岡県福津市日蒔野６丁目１６番地
の１　イオンモール福津１階　ペテモ店
内

犬(２５)・猫(6) 貸出 4057300003 H30.11.2

167 奥田　続則 ラビットハウス 福岡県中間市岩瀬１－２－１ ウサギ（２０） 貸出 4057300005 R2.7.30

168 坂本　浩海 CRESTA 福岡県宗像市栄町１２－１５
ヘビ（90）、ヤモリ（100）、トカ
ゲ（10）、カメレオン（5）、カメ
(3)

貸出 4057300006 R3.2.10

169 上田　弘輝 ドッグハウス　Ｈｉｌｏ 福岡県福津市西福間５丁目２２番１号 犬（1） 貸出 4057300007 R3.6.9

170
カリフォルニアビンテー
ジ株式会社

ピグレッツ 福岡県福津市宮司浜３－１２－１５ 豚（16）、ヤギ（6） 貸出 4057300008 R4.6.21

171 高崎　善博 コンピ― 福岡県遠賀郡岡垣町黒山214

【哺乳類】ハムスター（30）・
ステップレミング（10）・チンチ
ラ（10）・モルモット（1）
【鳥類】フィンチ（5）・インコ
（10）・オウム（10）
【爬虫類】ヤモリ（50）・トカゲ
（10）・カメ（5）

貸出 4057300009 R4.12.27
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第一種動物取扱業者情報一覧

宗像・遠賀保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

172 吉成　順治 モモンガポーチ 福岡県遠賀郡岡垣町松ヶ台３－５－４
犬(3)、猫(3)、モモンガ(10)、
小動物(30)、鳥類（30）、爬虫
類(10）

譲受飼養4057700002 R2.4.10

173 増田　和美 Dog　House　なぎさ 福岡県中間市長津3-7-12 犬（4） 譲受飼養4057700003 R3.12.15

174 田畑　真紀
家庭犬マナートレーニング
GooDoｇ

福岡県宗像市赤間４丁目３－１－５１
２

犬(5) 訓練 4057400003 H19.5.22

175 眞武　陽子 Dog  School   ピース 福岡県宗像市冨地原１３２２－２１ 犬(4) 訓練 4057400007 H23.4.28

176 石内　嘉徳 ブレスワンケンネル 福岡県宗像市神湊１２５０－１５ 犬(7) 訓練 4057400008 H24.11.9

177 有限会社　松岡 ANIMAL　STAR☆FIELD 福岡県福津市渡４６２－７ 犬(10) 訓練 4057400010 H25.4.17

178 萩森　賢人 ドッグサポートココペリ 福岡県宗像市城西ヶ丘５丁目７－７ 犬(5) 訓練 4057400011 H27.9.1

179 古賀　さやか ANNA’S　FAMILY 福岡県宗像市武丸８８９－５８ 犬(3) 訓練 4057400013 H28.6.22

180 神谷　三千代 犬の学校　SMILE　DOG 福岡県宗像市石丸１２７ 犬(10) 訓練 4057400014 H28.11.7

181 渡辺　麻里子 ＭＡＹＵ－３ 福岡県宗像市石丸３丁目６－５ 犬(5) 訓練 4057400015 H29.5.16

182 惠村　康憲
ペットホテル＆ドッグラン　Ｃ
ＯＣＯＮＡ

福岡県福津市内殿３８４－３ 犬(5) 訓練 4057400016 H29.7.26

183 株式会社まごころ会 わんわんる～む　シュシュ
福岡県中間市岩瀬１－８－１
東海倶楽部２０１号

犬(5) 訓練 4057400018 R1.11.26

184 日野　友湖 fullfull  Doggo 福岡県福津市勝浦字井尻568－1 犬(10) 訓練 4057400019 R2.6.12
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185 持永　陽子 犬のしつけ　Ｂ－Ｓｔａｒｔ
福岡県福津市福間南３－１－３６
ジュネスコートかなた２０２

犬(10) 訓練 4057400020 R2.7.15

186 増田　和美 Dog　House　なぎさ 福岡県中間市長津3-7-12 犬（2） 訓練 4057400021 R3.12.15
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