
№ 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 渡瀬　 光治 ハローワン 福岡県嘉穂郡桂川町豆田３４０－８ 犬（チワワ (20)） 販売 4077100005 H18.6.28

2 土師　典彦 土師獣医科病院 福岡県飯塚市秋松３１３－１ 犬（６)、猫(0～1) 保管 4077200002 H18.7.18

3 宮田　美香 ペットスタジオ ケン 福岡県飯塚市上三緒６０１－１ 犬(15) 猫(１) 保管 4077200003 H18.7.19

4 山﨑　光子 ラルフ ドッグスクール 福岡県飯塚市楽市４７３－６ 犬(20) 猫(20) 保管 4077200004 H18.7.20

5 山﨑　光子 ラルフ ドッグスクール 福岡県飯塚市楽市４７３－６ 犬(月30) 訓練 4077400004 H18.7.20

6 豊田 久美子 ガーデントヨタジェイピー 福岡県飯塚市潤野１１４１－３３ 犬（１６） 販売 4077100008 H18.7.27

7 池主　育信 姫ハウス 福岡県飯塚市横田４３３－８ 犬（４５） 販売 4077100009 H18.7.27

8 池主　育信 ペットサロン　姫ハウス 福岡県飯塚市横田４３２ 犬（８) 保管 4077200005 H18.7.27

9 髙岡　政義 直方ドックスクール 福岡県直方市下新入948-１
柴犬（９）、ジャーマンシェ
パード（７）、ラブラドール（２）

販売 4076100003 H18.8.22

10 髙岡　政義 直方ドックスクール 福岡県直方市下新入948-１
柴犬（９）、ジャーマンシェ
パード（７）、ラブラドール（２）

保管 4076200002 H18.8.22

11 髙岡　政義 直方ドックスクール 福岡県直方市下新入948-１
柴犬（９）、ジャーマンシェ
パード（７）、ラブラドール（２）

訓練 4076400001 H18.8.22

12 株式会社　ペテック
株式会社　ペテック　五条
ペット ナフコ飯塚南店

福岡県飯塚市椿８９－９ 犬（8） 猫（2） 販売 4077100013 H18.9.13

13 株式会社　ペテック
株式会社　ペテック　五条
ペット ナフコ飯塚南店

福岡県飯塚市椿８９－９ 犬(15) 猫(5) 保管 4077200006 H18.9.13

14 上野　公逸 乗馬クラブピント 福岡県飯塚市有安３８５－１ 馬 （８） 展示 4077500001 H18.12.20

第一種動物取扱業者情報一覧

嘉穂・鞍手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 長末　 明子 どっぐはうす　みなみ風 福岡県飯塚市赤坂８８１－３５ 犬 （19) 販売 4077100024 H19.1.25

16 野見山　布美 ペットさろん　なな 福岡県飯塚市大門２３２ 犬 (3) 保管 4077200011 H19.1.25

17 村益　純子 ふらってぃールーム 福岡県飯塚市中３５３番地 犬(5) 保管 4077200013 H19.2.9

18 冷川　さゆり ペットサロンビートル 福岡県嘉麻市鴨生６９４－３ 犬 、猫　計４頭 保管 4077200016 H19.3.7

19 古藤　貴子 クィーン　マジェスティー 福岡県飯塚市秋松９２７－１ 犬 (３５) 販売 4077100032 H19.3.20

20 白川　正文
犬の学校 白川警察犬訓練
所

福岡県飯塚市鹿毛馬２８１－１ 犬 ６頭 販売 4077100033 H19.3.29

21 白川　正文
犬の学校 白川警察犬訓練
所

福岡県飯塚市鹿毛馬２８１－１ 犬 ５頭 訓練 4077400007 H19.3.29

22 吉本　浩輔 よしもと動物病院 福岡県宮若市本城５１－２ 犬及び猫 （最大頭数20頭） 保管 4076200008 H19.3.30

23 青栁　美紀 犬の散髪　みき 福岡県直方市感田２４１２－１０ 犬 （９）、猫（１） 保管 4076200010 H19.4.26

24 外園  英美 ペットサロンプードル 福岡県飯塚市柏の森１０４３－２ 犬 (3)  猫（1) 保管 4077200020 H19.4.27

25 白石　忠雄 わんわん村Ⅱ 福岡県飯塚市相田１１３－１２
犬 (１５)（マルチーズ、ポメラ
ニアン、チワワ、トイプード
ル）

販売 4077100039 H19.5.10

26 白石　忠雄 わんわん村Ⅱ 福岡県飯塚市相田１１３－１２ 犬　（8） 保管 4077200023 H19.5.10

27 澤田　眞一 ウインソフト 福岡県飯塚市大分１５６１－４９
ペルシャ猫  (オス：2匹、メ
ス：3匹)

販売 4077100038 H19.5.14
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28 木本　信大 福岡キモト警察犬訓練所 福岡県飯塚市若菜２５６ 犬 （25） 販売 4077100042 H19.5.18

29 有限会社アサップ ＡＳＡＰ動物病院 福岡県直方市感田３５９７－１

イヌ、ネコ、ウサギ、げっ歯
類、フェレット（最大１５）、イ
ンコ、オウム、フィンチ、カナ
リヤ、ハト（２）

保管 4076200014 H19.5.22

30 安清　功士 イギスペット 福岡県飯塚市伊岐須３３４－１７ 犬 (28) 販売 4077100044 H19.5.23

31 田中　満恵 ジュピターワンワン 福岡県直方市頓野２２６７ 犬 (７０)、猫（３０） 販売 4076100015 H19.5.28

32 占部　美穂
愛犬美容室＆ホテル　ＭＩＨ
Ｏ

福岡県宮若市金丸５０８－３ 犬、猫（１０） 保管 4076200016 H19.5.31

33 山本　伸幸 山本乗馬普及所 福岡県飯塚市上三緒５４３－１ 馬 （5） 展示 4077500002 H19.5.31

34 本田　 竜也 ペットショップ　フルール 福岡県飯塚市若菜２６２－４ 犬　(1)、猫（1） 販売 4077100049 H19.6.1

35 本田　 竜也 ペットショップ　フルール 福岡県飯塚市若菜２６２－４ 犬　(10) 保管 4077200031 H19.6.1

36 篠澤　 隆治 レッドキャップオンガノ 福岡県直方市大字感田２１８９ 犬　(1) 販売 4076100022 H19.6.4

37 大竹　千晶 犬ごころ 福岡県宮若市水原８６７ 犬 (６) 保管 4076200020 H19.6.5

38 大田　 涼子 クィーンエンジェル 福岡県直方市大字下境１２０７－３ 犬 （15） 販売 4076100024 H19.6.7

39 森田　恵美
ＢＬＥＳＳ　ＤＯＧ　ブレス　ドッ
グ

福岡県宮若市平８２４ 犬(3) 訓練 4076400003 H19.7.10

40 井出　栄二 スヌーピーペットサービス 福岡県飯塚市川津２７－６ 犬(5) 猫(2) 保管 4077200034 H19.11.28
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41 泉　政吉 鞍手ドッグ 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２４５１ 犬 販売 4076100031 H20.6.13

42 浪江　義明
ペットショップ＆サロン　わん
わん村本店

福岡県嘉麻市牛隈１３７５－２ 犬 猫（8） 保管 4077200035 H20.11.11

43 木下　鉦子 cut house dogoo. 福岡県飯塚市忠隈３７３－１ 犬(6) 猫(2) 保管 4077200036 H20.12.10

44 大隅　義之助 バード大隅
福岡県鞍手郡小竹町御徳２００８－６
０

鳥類（１６０） 販売 4076100035 H21.8.11

45 福沢　宣明 G・DOG 福岡県直方市大字下新入２５２８ー１ 犬 (80～120頭) 販売 4077100065 H22.5.14

46 川内　絢香 ドッグサロン　ＪＡＭ（ジャム） 福岡県直方市頓野３４３－５ 犬 （９） 保管 4077200039 H22.6.30

47 畠中　ひろみ バロン犬舎 福岡県鞍手郡小竹町御徳５１０－３
犬（プ－ドル・ダックス・最大
45）

販売 4077100067 H22.8.23

48 萬田　陽子 ペット美容室ドルーピー 福岡県直方市大字感田１２０７－２ 犬 (7) 保管 4077200042 H23.2.16

49 冨安　哲矢 アニマルホナミ 福岡県飯塚市楽市２２６ 犬 （３） 販売 4077100071 H23.4.12

50
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト直方店
福岡県直方市湯野原２－１－１　イオ
ンモール直方1階　ペットｼティ内

犬（23） 猫（6） 販売 4077100072 H23.4.18

51 イオンペット株式会社
PETEMO Beauty Salon 直方
店

福岡県直方市湯野原２丁目１－１ イ
オンモール直方SC内１階

犬（24） 猫（6） 保管 4077200045 H23.4.18

52 髙田　由香 そら美容室 福岡県直方市下境１７２０ 犬（３） 保管 4077200047 H23.5.27

53 永光　里佳 charmmie 福岡県飯塚市枝国５１８－１ 犬 (5)　猫 (5) 保管 4077200049 H24.4.27

54 坂口　加奈絵 ペットサロン　くれいどる 福岡県嘉穂郡桂川町吉隈２６９－５９ 犬 (5) 保管 4077200050 H24.6.20
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55 上田　誠 らいおん 福岡県嘉麻市漆生４８９－２ 猫 (７０) 販売 4077100092 H25.4.19

56 林　俊之 ワンピ－ス 福岡県直方市頓野３４３－５ 犬 (4) 販売 4077100093 H25.7.3

57 林　俊之 ワンピ－ス 福岡県直方市頓野３４３－５ 犬 （１２） 保管 4077200058 H25.7.3

58 大塚　すず子 バ－ドハウス 和 福岡県飯塚市目尾１２２３－５
フィンチ（１００）　インコ（１０
０）

販売 4077100094 H25.8.12

59 蛯原　信孝 ペットのマルちゃん 福岡県直方市新知町８－１８ 犬（３０） 販売 4077100099 H26.4.10

60 石田　好子 Puppy's pocket 福岡県直方市大字中泉１０９２－１ 犬(６) 販売 4077100100 H26.5.27

61 新原　浩子 Dog Salon Karin 福岡県嘉麻市西郷６５３－６ 犬（４） 保管 4077200061 H26.11.4

62 川下　朋子 dog salon hina 福岡県飯塚市忠隈３３８－１ 犬（６） 保管 4077200062 H27.2.6

63 河口　有希子 ペット美容室　モカ 福岡県飯塚市菰田西３－４－６ 犬（4） 保管 4077200063 H27.2.12

64 徳永　勇樹 ココネコ 福岡県飯塚市多田９３－２ 猫（６） 販売 4077100103 H27.4.1

65 大田　八津男 大田　八津男 福岡県嘉麻市光代８９０－３ 鳩（１００） 販売 4077100104 H27.4.10

66 田原　麻衣子 cotori box 福岡県飯塚市多田８８－８７ インコ（２０） 販売 4077100105 H27.5.1

67 藤松　保臣 藤松　保臣 福岡県飯塚市大分９９９－８ 犬（３） 販売 4077100108 H27.7.1

68 中島　茂男 宮若ケンネル・HAPPY DOG 福岡県宮若市下有木４６９ 犬（２０） 販売 4077100109 H27.9.25
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69 (株）ウィング ペットアミ飯塚店 福岡県飯塚市太郎丸１１７１-２
犬（９）猫（５）ハムスター・ウ
サギ（１０）、鳥類（２０）

販売 4077100110 H27.10.16

70 (株）ウィング ペットアミ飯塚店 福岡県飯塚市太郎丸１１７１-３ 犬(６) 保管 4077200064 H27.10.16

71 久保　紀子 愛犬美容室　Cutわん
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１４４０
－７０

犬（１５） 販売 4077100111 H27.10.30

72 久保　紀子 愛犬美容室　Cutわん
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１４４０
－７０

犬（１０） 保管 4077200065 H27.10.30

73 大竹　哲也 大竹動物病院 福岡県飯塚市弁分４１２－５ 犬（４） 保管 4077200066 H27.12.1

74 本村　直子 ハンド　イン　パウ 福岡県宮若市山口１００４－５ 犬 訓練 4077400008 H28.4.1

75 緒方　友信 緒方　友信 福岡県直方市下境３９０１－６
オウム・インコ・フィンチ類
（各１０）

販売 4077100113 H28.4.10

76 中田　俊一 For　ｙou
福岡県直方市頓野１４９０－２１－２０
２号

ブンチョウ（６）、インコ（１）、
イグアナ（２）、リクガメ（１）、
水カメ（２）

販売 4077100115 H28.6.24

77 網野　志明 アミノ動物病院 福岡県直方市大字畑３００－６ 犬(10)、猫(2) 保管 4077200070 H28.8.29

78 森　竜一
犬のほいくえん　犬･猫のし
つけ方教室　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｗｉｎ
ｄ

福岡県宮若市沼口６３０－１ 犬、猫、うさぎ（計5） 保管 4077200071 H28.10.11

79 福島　みゆき
犬のほいくえん　犬･猫のし
つけ方教室　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｗｉｎ
ｄ

福岡県宮若市沼口６３０－１ 犬（20） 訓練 4077400010 H28.10.11
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80 石坂　紅深
ワンちゃんネコちゃんの美容
室 アリス

福岡県飯塚市目尾８７３－３ 犬(6)　猫(1) 保管 4077200072 H28.10.18

81 坂本　千賀子 ムーヴ.カンパニー 福岡県嘉麻市下臼井９９４－３ 犬(40)、猫(20) 販売 4077100119 H28.12.13

82 関　里江
わんわん美容室　ｋｏｔｏｈａｎ
ａ

福岡県宮若市鶴田１２９８－２ 犬（５） 保管 4077200073 H29.2.7

83 平尾　延幸 ＣＡＴ ＲＯＯＭ ＣＡＦＥ flat tail
福岡県飯塚市柏の森500－2 ダイマル
コーポ１-Ｆ

猫（１６） 展示 4077500009 H29.2.23

84 安清　幹夫 安清　幹夫 福岡県飯塚市鹿毛馬７７２－１
犬（４０）(シェルティー、チワ
ワ、ポメラニアン)

販売 4077100201 H29.3.8

85 古川　節子 Dog salon BUN BUN 福岡県直方市上頓野2063－5 犬（２） 保管 4077200076 H29.5.25

86 藤廣　 富夫 猿舞座・筑豊大介 福岡県直方市山部１４０７ ニホンザル (1) 展示 4077500010 H29.6.19

87 山本　千佳 DOG　SALON　KARUBARO 福岡県飯塚市忠隈４９０－６ 犬（４) 保管 4077200078 H29.8.22

88 片山　薫 Reine　８２９ 福岡県直方市植木７７－２ 犬（４５） 販売 4077100203 H29.9.27

89 永岡　哲夫 PPペット 福岡県飯塚市幸袋８２７－４５ インコ、フィンチ（計２２） 販売 4077100204 H29.9.29

90 林　俊之 ワン・ピ－ス 福岡県直方市頓野３４３－５ 犬 (1) 訓練 4077400011 H29.10.5

91
株式会社エコ・コーポ
レーション

Ｄｏｇ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｅｔｉｔ 福岡県飯塚市堀池１７８－９ 犬 (3) 保管 4077200080 H29.10.31

92 野上　由紀子 ちわわ専門犬舎　ひの丸
福岡県鞍手郡鞍手町小牧２２２２－６
３

犬（１０） 販売 4077100205 H29.12.5

93 古賀　翼 Cattery MYSTIC DREAM 福岡県宮若市龍徳１６５０ 猫（４１）ベンガル 販売 4077100208 H30.1.12
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

94 武田　鈴子 ペットのわ－く 福岡県飯塚市相田１００－５
犬３、猫３、フェレット等59、
鳥類70、は虫類77

販売 4077100209 H30.3.14

95 武田　鈴子 ペットのわ－く 福岡県飯塚市相田１００－５
犬３、猫３、フェレット等59、
鳥類70、は虫類77

保管 4077200082 H30.3.14

96 田中　正博 愛犬サロン　クロミロ 福岡県嘉麻市下山田３６７－６ 犬・猫（６） 保管 4077200083 H30.3.15

97 瀬戸　智恵美 HANAMOMO HOUSE 福岡県宮若市竹原９２－２ 犬（１０） 販売 4077100210 H30.4.2

98 山根　正己 大力ドッグハウスヤマネ 福岡県嘉麻市下臼井１２７０－１９１ 犬（５０） 販売 4077100211 H30.4.17

99 西村　浩 マイティウォーリアーズ 福岡県直方市大字山部７５８－５４ 犬（３） 販売 4077100213 H30.6.5

100 小林　剛士 GURICO
福岡県飯塚市本町7-28 ザ・ズームビ
ル２Ｆ

トカゲ類（２０）、ハムスター
（５）、ハリネズミ（５）、ベンガ
ルキャット（１０）

販売 4077100214 H30.8.8

101 上田　亨 PIX PIX （読み：ピス　ピス） 福岡県嘉麻市漆生４９８

ポールパイソン（2）、ウロコイ
ンコ（１２）、コザクラインコ
（６）、オキナ（１）、セネガル
（１）、ズグロ（１）

販売 4077100215 H30.8.13

102
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト直方店
福岡県直方市湯野原２－１－１　イオ
ンモール直方1階　ペットｼティ内

犬（２３）、猫（6） 貸出 4077300001 H30.9.11

103 合同会社　キャリコ キャットショップ　ねころん 福岡県飯塚市小正２８８－１ 猫（１４） 販売 4077100216 H30.10.12

104 合同会社　キャリコ キャットショップ　ねころん 福岡県飯塚市小正２８８－１ 猫（２） 保管 4077200084 H30.10.12

105 合同会社　キャリコ キャットショップ　ねころん 福岡県飯塚市小正２８８－１ 猫（４） 展示 4077500011 H30.10.12
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

106 市瀬　春美 筑前市瀬 福岡県飯塚市南尾１－１９３ 犬（５） 販売 4077100217 H30.10.16

107 神谷 　愛 jolly paradise 福岡県直方市頓野１７２６－５ 犬（２）、インコ・オウム（20） 販売 4077100219 H31.2.5

108 藤川　綾香 アヤカブラザーズ 福岡県飯塚市楽市３７８－３ 犬（４） 販売 4077100220 H31.2.13

109 船附　美穂 UNCLE　JAM’S　KENNELL 福岡県飯塚市枝国５７４－７９ 犬（２） 販売 4077100221 H31.3.11

110 松田　修弥 LEGEND KENNELS 福岡県直方市山部８８７－１１６ 犬（２０） 販売 4077100222 H31.3.19

111 中尾　エステファニー happiness promise 福岡県直方市下新入４４０－３ 犬・猫（１３） 販売 4077100225 R1.5.15

112 中尾　エステファニー happiness promise 福岡県直方市下新入４４０－３ 犬・猫（１３） 保管 4077200085 R1.5.15

113 株式会社　THS トリミング・ハウス　しゃんぷぅ 福岡県飯塚市柏の森６０５－１５ 犬（８） 保管 4077200086 R1.5.21

114 山本　千佳 DOG　SALON　KARUBARO 飯塚市忠隈４９０－６ 犬（2)猫（３） 販売 4077100226 R1.8.9

115 縄田　あゆみ Angel　Crown 福岡県飯塚市横田１４－５ 犬（２８） 販売 4077100227 R1.8.28

116 小村　重義 ＪＳＣ 福岡県飯塚市建花寺４８－２ 鳥（１３） 販売 4077100228 R1.8.30

117 古野　真優紀 GRADE　ｆａｒｍ 福岡県宮若市下有木６１４－３ 蛇（２０）とかげ（１０） 販売 4077100229 R1.8.30

118 橋爪　浩一 Toy＆poo club K&K 福岡県嘉麻市鴨生３５２ 犬（２５） 販売 4077100230 R1.9.17

119 高嶋　眞佐子 楠本鳥獣店 福岡県飯塚市新飯塚１９－１１
小鳥 (２００)、ウサギ、モル
モット、ハムスター

販売 4077100231 R1.11.22
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

120 髙原　弥生 Lion Dog Farm 福岡県直方市大字上新入2301-14 犬（25） 販売 4077100232 R1.12.20

121 髙原　弥生 Lion Dog Farm 福岡県直方市大字上新入2301-14 犬（25） 保管 4077200087 R1.12.20

122 髙原　弥生 Lion Dog Farm 福岡県直方市大字上新入2301-14 犬（25） 貸出 4077300002 R1.12.20

123 大井　しのぶ 愛犬の美容室　ベリー 福岡県飯塚市中1294-1 犬（6） 保管 4077200088 R1.12.24

124 村元　ひとみ Cute　Eyes 福岡県直方市大字植木171‐120 犬（8） 販売 4077100233 R2.2.3

125 平尾　延幸 flat tail
福岡県飯塚市柏の森500－2 ダイマル
コーポ１Ｆ

猫（3） 販売 4077100234 R2.3.2

126 河端　友美 Honey　Dog 福岡県飯塚市綱分1055-4 犬（2） 販売 4077100235 R2.3.5

127
合同会社ZOO
CARAVAN

ふれあい動物園　ピクニカ共
和国

飯塚市大字八木山長倉２２８８番地
うさぎ（３０）、モルモット（１５
０）、デグー（３０）、ヤギ（２
０）、ヒヨコ（１００）

販売 4077100236 R2.4.14

128
合同会社ZOO
CARAVAN

ふれあい動物園　ピクニカ共
和国

飯塚市大字八木山長倉２２８８番地
鳥類、げっ歯類、犬、猫、ワ
ニガメ、爬虫類、クモザル、
羊、ヤギ、豚

展示 4077500013 R2.4.14

129 山根　千賀 ぷちMONSTER 福岡県嘉麻市上臼井２９３－１ 犬（４） 販売 4077100237 R2.5.13

130 本松　正成 Rep　Farm 福岡県宮若市本城２９３－５ ヒョウモントカゲモドキ（２０） 販売 4077100238 R2.5.20

131 西村　真也 にっしん犬舎 福岡県鞍手町大字室木１００８ 犬（９０） 販売 4077100239 R2.5.19
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

132 西村　真也 にっしん犬舎 福岡県鞍手町大字室木１００８ 犬（９０） 貸出 4077300003 R2.5.19

133 山本　和代 Aｒtifact 福岡県飯塚市楽市４００－１
トカゲ（１０）、ヤモリ（５０）、
ヘビ（２０）、カメ（１０）

販売 4077100240 R2.5.20

134 山本　和代 Aｒtifact 福岡県飯塚市楽市４００－１
トカゲ（１０）、ヤモリ（５０）、
ヘビ（２０）、カメ（１０）

貸出 4077300004 R2.5.20

135 高瀬　真弓 エーペットタウン 福岡県飯塚市安恒６３０－１ 犬（６）　猫（１） 保管 4077200089 R2.9.4

136 實藤　由美 ペットサロン　ブルート 福岡県飯塚市鯰田１４９９ 犬 (４) 保管 4077200091 R2.10.22

137 （有）古藤組 Dog　House　Buhi 福岡県飯塚市秋松９２７－１ 犬（９） 販売 4077100242 R3.3.8

138 （有）古藤組 Dog　House　Buhi 福岡県飯塚市秋松９２７－１ 犬（９） 保管 4077200092 R3.3.8

139
特定非営利活動法人
ドッグセラピージャパン

カタノダプラス
福岡県鞍手郡鞍手町上木月１０３７－
３

犬（１０） 展示 4077500014 R3.3.30

140 篠原　正之 筑前鷹取荘 福岡県直方市大字感田２２７０－８ 犬（１０） 販売 4077100244 R3.4.7

141 定岡　静香 Fortuna KENNEL 福岡県嘉穂郡桂川町土師３９９９－７ 犬（４） 販売 4077100245 R3.4.27

142 島田　有紀子
アンディシマダドッグスクー
ル

福岡県直方市植木３０７０－１ 犬（２０） 訓練 4077400012 R3.5.10

143 島田　有紀子
アンディシマダドッグスクー
ル

福岡県直方市植木３０７０－１ 犬（２０） 保管 4077200093 R3.5.10

144 櫻木　妙子 ing（イング）
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門１８０１
－３

犬（６０） 販売 4077100246 R3.5.17

145 櫻木　妙子 ing（イング）
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門１８０１
－３

犬（６０） 保管 4077200094 R3.5.17
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

146 元吉　直光 All　Pet　Yeti 福岡県飯塚市楽市６５２

犬（１）、ハムスター（５）、モ
ルモット（２）、ウサギ（２）、
インコ（４）、フィンチ（５）、ニ
ワトリ（３０）、カメ（１）、トカゲ
（１）

販売 4077100247 3.6.18

147 唐下　政美 MaSa　DOG　HOUSE　JP 福岡県嘉麻市下臼井６０８ 犬（８） 販売 4077100248 R3.6.23

148 寺家　彩香 piglet mom 福岡県直方市中泉８４８－３６ 犬（３） 販売 4077100249 R3.7.9

149 鯰井　絵美 ペット美容室　グーフィー 福岡県直方市植木６８６－５ 犬（３） 保管 4077200095 R3.8.19

150 都留　優子 Dog salon ELLE
福岡県鞍手郡鞍手町中山２３３４－１
４

犬（５） 保管 4077200096 R3.8.24

151 三木　佳菜子 Happy Dog M&E 福岡県飯塚市鯰田２０７１－４１ 犬（５） 販売 4077100252 R3.8.27

152 梅野　公代 Coconuts 福岡県直方市赤地４３６－４４ 犬（３） 販売 4077100251 R3.8.27

153 谷口　智美 HIBARI 福岡県鞍手郡小竹町勝野３８７３－４ 犬（３） 販売 4077100250 R3.8.12

154 福田　利恵 REGAL　CHART 福岡県嘉麻市下臼井１０８２－１２８ 犬（１５） 販売 4077100253 R3.9.28

155 福田　利恵 REGAL　CHART 福岡県嘉麻市下臼井１０８２－１２８ 犬（１５） 保管 4077200097 R3.9.28

156 株式会社　FORWARD NO.８（ナンバーエイト） 福岡県飯塚市吉原町５－１２ 犬（７） 販売 4077100254 R3.10.1

157 進戸　紀子 Queen.ベス 福岡県直方市頓野２１９１
犬（１１）、フクロウ（１）、トカ
ゲ（１２０）、ヘビ（６０）、カエ
ル（４０）、カメ（２）

販売 4077100255 R3.11.6
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

158 原田　一輝 ふわふわペット 福岡県飯塚市相田７５－４３

ゴールデンハムスター（２
４）、ドワーフハムスター（６
０）、デグー（２０）、ステップ
レミング（１０）、カイロトゲネ
ズミ（７）、モモンガ（８）、リス
（１０）、ラット（２０）、マウス
（４８）、アフリカチビネズミ（１
０）、アフリカヤマネ（６）、チ
ンチラ（４）、ハリネズミ（１
０）、うさぎ（１０）、モルモット
（１２）、ジャービル（１０）

販売 4077100257 R4.1.11

159
特定非営利活動法人
小さな天使club

特定非営利活動法人　小さ
な天使club

福岡宮若市上大隈４１８番地３８
犬（小～中型犬１頭、中～大
型犬１頭、仔犬４頭）、猫(成
猫９頭、子猫４頭)

販売 4077100258 R4.1.11

160
特定非営利活動法人
小さな天使club

特定非営利活動法人　小さ
な天使club

福岡宮若市上大隈４１８番地３８
犬（小～中型犬１頭、中～大
型犬１頭、仔犬４頭）、猫(成
猫９頭、子猫４頭)

保管 4077200098 R4.1.11

161
特定非営利活動法人
小さな天使club

特定非営利活動法人　小さ
な天使club

福岡宮若市上大隈４１８番地３８
犬（小～中型犬１頭、中～大
型犬１頭、仔犬４頭）、猫(成
猫９頭、子猫４頭)

貸出 4077300005 R4.1.11

162 沖野　さやか Pet Salon pina 福岡県直方市大字頓野１８２８－１ 犬　４匹 保管 4077200099 R4.2.1

163 安永　あかり noconoco 福岡県宮若市宮田４８３８－７ 犬(４)、トカゲ、カメ 販売 4077100260 R4.2.16

164 安永　あかり noconoco 福岡県宮若市宮田４８３８－７ 犬(４)、ヘビ、トカゲ、カメ 保管 4077200100 R4.2.16
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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

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

165 中谷　尚美 椿犬舎 福岡県飯塚市椿７３８－１ 犬　５匹（柴犬） 販売 4077100261 R4.3.1

166 今井　えり Ai.Noah 福岡県直方市大字中泉１１４
インコ４５羽、フィンチ３０羽、
オウム５羽、鶏１５羽

販売 4077100259 R4.3.26

167 黒田　光 Luce 福岡県飯塚市有安３３５

フクロモモンガ（２０）、ハリネ
ズミ（１３）、ミーアキャット（１
０）、チンチラ（７）、ワラビー
（３）

販売 4077100262 R4.3.15

168 藤本　優子 ブリーダーズケンネル 福岡県飯塚市南尾３３６の２
犬　３０頭（ウェスティ６頭、
豆柴７頭、ペキニーズ５頭、
ポメラニアン１２頭）

販売 4077100263 R4.3.25

169 藤本　優子 ブリーダーズケンネル 福岡県飯塚市南尾３３６の２
犬　３０頭（ウェスティ６頭、
豆柴７頭、ペキニーズ５頭、
ポメラニアン１２頭）

訓練 4077400013 R4.3.25

170 有吉　勉 犬と猫のカフェ　有吉工務店 福岡県飯塚市鯰田１７９５－１ 猫（２５頭） 保管 4077200101 R4.4.1

171 権藤　美智子 パピールシアン 福岡県直方市上頓野１８２０の３７ 犬（6頭） 販売 4077100264 R4.5.15

172 占部　美穂 万満杏犬舎 福岡県宮若市金丸５０８－３ 犬　3頭 販売 4077100265 R4.5.31

173 片山　志郎 わんにゃんランド　Reine829 福岡県直方市植木８７－３５ 犬（10頭） 販売 4077100266 R4.5.28

174 片山　志郎 わんにゃんランド　Reine829 福岡県直方市植木８７－３５ 犬（40頭） 保管 4077200102 R4.5.28

175 藤本　楓 サロン・デ・ドッグ 福岡県飯塚市堀池２６９－１ 犬（６） 保管 4077200103 R4.6.1
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176 茅嶋　大介 ドッグアームズ 福岡県嘉麻市大力２６２－４ 犬（２０頭） 販売 4077100267 R4.8.1

177 堤　惠美可 ドッグハウスRASA 福岡県宮若市竹原３２８－１ 犬（４０頭） 販売 4077100268 R4.6.16

178 堤　惠美可 ドッグハウスRASA 福岡県宮若市竹原３２８－１ 犬（２頭） 保管 4077200106 R4.6.16

179 瀬戸　智恵美 HANAMOMO HOUSE 福岡県宮若市竹原９２－２ 犬 (5) 保管 4077200106 R4.6.21

180 今井　青空 ペットサロン　NICO
福岡県嘉穂郡桂川町土師３５４９－１
C号

犬（１） 保管 4077200105 R4.7.5

181 大住　聡 フアフアケンネル 福岡県嘉麻市上山田８６－９
犬（12）（チワワ、ミニピン、
ダックス、プードル、柴）

販売 4077100269 R4.8.1

182 田中　英之 ブルハウス　HANABUSA 福岡県飯塚市上三緒４４５-１ 犬（４）（フレンチブルドッグ） 販売 4077100270 R4.8.8

183 坂本　真一 AMBER　KENNEL 福岡県飯塚市柏の森９２－２７１ 犬（３）（フレンチブルドッグ） 販売 4077100271 R4.10.11

184 今井　正 C・K・U・bird
福岡県飯塚市伊岐須４８４－１６ 伊岐
須ガーデン５０５号

インコ　12羽（ウロコインコ） 販売 4077100272 R4.10.28

185 中原　彩月 犬の美容室　MONACA 福岡県鞍手郡小竹町大字赤地８８８ 犬（２頭） 保管 4077200107 R4.12.18
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