
№ 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 川上　鎌嗣 DOGS　わんちゃんの美容室 福岡県朝倉市一木1165-2 犬(30) 保管 4068200001 H18.10.12

2 梅山　祥一 夢咲き工房 福岡県朝倉郡筑前町石櫃81-1 犬(40) 販売 4068100002 H18.11.1

3 尾崎　弘将 Dogハウス　OZAKI 福岡県朝倉市甘木2217-13 犬(2) 販売 4068100003 H18.12.1

4 田中　保則 バードセンター朝倉 福岡県朝倉市比良松320-15 鳥類(170) 販売 4068100004 H18.12.28

5 遠藤　和枝 GREEN UKIHA JP 福岡県うきは市浮羽町朝田668-1 犬(10) 販売 4067100037 H19.1.4

6 高橋　佳子 高橋　佳子 福岡県うきは市吉井町八和田278-8 犬(20) 販売 4067100039 H19.1.12

7 中島　清子 ANGEL HOUSE
福岡県三井郡大刀洗町大字冨多
2188-19

犬(15) 販売 4067100042 H19.1.22

8 安丸　信博 ウエストダイアモンドＪＰ
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈
2065-4

犬(45) 販売 4067100048 H19.2.9

9 江島　和子 SYLVAN BREEZE 福岡県小郡市上岩田521-1 犬(15) 販売 4067100049 H19.2.9

10 松井　静枝 かわいい仔犬屋さん 福岡県小郡市大崎720 犬(15) 販売 4067100057 H19.2.22

11 原野　義定 ミナギハウスハラノ 福岡県朝倉市三奈木2331-4
犬 (15)、鳩・ニワトリ・インコ
類計(10)

販売 4068100009 H19.3.1

12 牛方　正春 オリエンタルホーク 福岡県朝倉郡筑前町三牟田178-1 犬(50) 販売 4068100008 H19.3.1

13 野見山　典子 DOG　Gallery　コロのお散歩 福岡県朝倉郡筑前町高上53-1 犬(2) 販売 4068100012 H19.5.11

14 野見山　典子 DOG　Gallery　コロのお散歩 福岡県朝倉郡筑前町高上53-1 犬(11) 保管 4068200004 H19.5.11
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15 上村　光康 ビクトリーロード　うえむら 福岡県朝倉市堤１６７－３ 犬(50) 販売 4068100017 H19.5.22

16 上村　光康 ビクトリーロード　うえむら 福岡県朝倉市堤１６７－３ 犬(50) 保管 4068200006 H19.5.22

17 上村　光康 ビクトリーロード　うえむら 福岡県朝倉市堤１６７－３ 犬(50) 訓練 4068400001 H19.5.22

18 北川　修次 プードル一番館 福岡県朝倉郡筑前町野町1787-12 犬(36) 販売 4068100018 H19.5.22

19 北川　修次 プードル一番館 福岡県朝倉郡筑前町野町1787-12 犬(20) 保管 4068200007 H19.5.22

20 南島　京子 パピークリップ（ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝ） 福岡県小郡市小郡769-26 犬(5) 保管 4067200037 H19.5.25

21 高尾　紘一郎 たかお動物病院 福岡県うきは市吉井町新治358-7 犬猫(6) 保管 4067200066 H19.9.20

22 宮本　真衣 ドッグサロンありか 福岡県三井郡大刀洗町山隈2234-5 犬(2) 保管 4067200068 H19.11.19

23 久光　史子 ＭＡＰＬＥ 福岡県小郡市松崎736-5 犬(3) 保管 4067200069 H19.11.26

24 吉松　政治
ブリーダーショップ　わんわ
んパラダイス

福岡県小郡市二森38、40-2 犬(30) 販売 4067100150 H20.7.22

25 松井　静枝 かわいい仔犬屋さん 福岡県小郡市大崎720 犬(15) 保管 4067200079 H20.8.15

26 佐藤　守彦 サトウペットショップ 福岡県うきは市吉井町1102-1

ﾊﾑｽﾀｰ(5)、ﾘｽ(2)､ｳｻｷﾞ(2)､ﾓ
ﾙﾓｯﾄ(2)、犬(2)、ｾｷｾｲｲｲﾝｺ・
十姉妹･ｶﾅﾘﾔ・文鳥(20)、銭
亀（10)

販売 4067100161 H21.8.19

27 佐藤　守彦 サトウペットショップ 福岡県うきは市吉井町1102-1
犬(6)、猫(1)、ｲﾝｺ・十姉妹な
ど小鳥(5)

保管 4067200083 H21.8.19
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28 西田　大介 ドッグファーム　アイキ 福岡県うきは市吉井町富永281番地8 犬（100）、猫（５） 販売 4067100162 H21.9.8

29
株式会社クリーンアル
ファー

ペットハウスKURA 福岡県朝倉郡筑前町朝日161番地4
犬(80)、ｳｻｷﾞ(20)、鶏(50)、ﾔ
ｷﾞ(5)、猫(10)、小鳥(30)

販売 4068100037 H23.4.13

30 藤木　比佐子 トイプードルの家　フリージア 福岡県小郡市吹上1030-1 犬(10) 販売 4068100038 H23.8.18

31 松崎　博美 Ｂｅｒｎａｒｄ(バーナード) 福岡県朝倉郡筑前町久光485－2 犬(5) 保管 4068200011 H23.11.2

32 高木　昇剛 犬屋　デンゴ 福岡県朝倉市小田1675-1 犬(20) 販売 4068100039 H23.12.7

33
株式会社クリーンアル
ファー

ペットハウスKURA 福岡県朝倉郡筑前町朝日161番地4 犬、ポニー、ウサギ 展示 4068500002 H24.3.5

34 松尾　静男 ドッグショップ　エムズ 福岡県朝倉市下浦1071-1 犬(60) 販売 4068100041 H24.4.12

35 黒岩　重利 ＮＡＴＩＶＥ　ＫＵＲＯＩＷＡ　ＪＰ
福岡県朝倉市美奈宜の杜２丁目８－
３８

犬(10) 販売 4068100043 H24.5.1

36 米安　啓 筑前春桜荘 福岡県朝倉郡筑前町砥上８０２－１ 犬(45) 販売 4068100044 H24.5.1

37 門前　裕司 あすか犬舎 福岡県三井郡大刀洗町春日７８２－１ 犬(53) 販売 4068100045 H24.5.15

38 白木　雅博 くぷの家
福岡県小郡市三国ヶ丘１丁目５０番　
アフレル三国ヶ丘１０６号

犬(5) 販売 4068100046 H24.5.17

39 白木　雅博 くぷの家
福岡県小郡市三国ヶ丘１丁目５０番　
アフレル三国ヶ丘１０６号

犬(5) 保管 4068200014 H24.5.17

40 松崎　博美 Bernard 福岡県朝倉郡筑前町久光４８５－２ 犬(5) 訓練 4068400004 H25.5.16

41 川原　良子 Dog Salon Skilaki 福岡県うきは市吉井町３９－１１ 犬､猫(3) 保管 4068200015 H25.6.14
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42 佐藤　スエ子 大刀洗ドッグ流通センター
福岡県三井郡大刀洗町上高橋1682-
1

犬(25) 販売 4067100115 H25.9.26

43 古賀　敬行 古毛荘 福岡県朝倉市古毛１３８１－１ 犬(20) 販売 4068100053 H26.4.1

44 株式会社リアルキャット
株式会社リアルキャット　福
岡支店

福岡県朝倉市一木１８－６ 猫(100) 販売 4068100054 H26.4.4

45 株式会社リアルキャット
株式会社リアルキャット　福
岡支店

福岡県朝倉市一木１８－６ 猫(10) 保管 4068200018 H26.4.4

46 赤司　凉子
コームツリーホースメンバー
ズ

福岡県朝倉郡筑前町櫛木６３１ 馬(8) 保管 4068200019 H26.7.25

47 佐藤　徹 わんわん堂
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１２
３０

犬(80) 販売 4068100062 H27.5.27

48 坂本　雅則 犬の学校　Ｄｏｇ　Ｗａｙ 福岡県朝倉市頓田４８８－１ 犬(10) 保管 4068200024 H28.2.17

49 坂本　雅則 犬の学校　Ｄｏｇ　Ｗａｙ 福岡県朝倉市頓田４８８－１ 犬(10) 訓練 4068400005 H28.2.17

50 橋本　良二 九州朝霧荘 福岡県朝倉市堤８９４－１２ 犬(10) 販売 4068100064 H28.2.22

51 髙松　久美 ごまるとさんぽ 福岡県小郡市横隈１６９８ 犬(10) 訓練 4068400006 H28.3.14

52 花田　良一 ペットシッター HookTail 福岡県小郡市小郡３９４－２１ 犬(2)、猫(2)、小動物(2) 保管 4068200025 H28.4.15

53 古賀　由美子 パラキートパラダイス
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵１４６２－
８

インコ(50) 販売 4068100065 H28.5.23

54 山井　龍己 MIDORIYA
福岡県三井郡大刀洗町本郷４２３６－
１０

猫(20) 販売 4068100067 H28.10.19

55
一般社団法人わんわん
さくちゃんお日様の会

一般社団法人わんわんさく
ちゃんお日様の会

福岡県朝倉郡筑前町篠隈６３７－１ 犬(20) 保管 4068200026 H28.11.25
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56 草場　亮介 SOROMON'S RING Ⅱ
福岡県三井郡大刀洗町高樋１２２１－
２

犬(15)、猫、オウム、ワシ、タ
カ、カメ、ヘビ、トカゲ

販売 4068100068 H28.12.20

57 松尾　静男 ドッグショップ　エムズ 福岡県朝倉市下浦1071-1 犬(5) 保管 4068200027 H29.4.12

58 小林　君葉 エガオ-ニ-チュ犬舎 福岡県朝倉郡筑前町長者町４９－７ 犬(24) 販売 4068100070 H29.5.23

59 國武　哲也
VERNIS TFK CANYON 
KENNEL だっくす屋

福岡県うきは市浮羽町高見１０５９－１ 犬(25) 販売 4068100071 H29.5.26

60 黒田　隆之 愛犬美容室ペルル 福岡県うきは市浮羽町東隈上311-7 犬(14) 保管 4068200028 H29.6.2

61 有限会社ツトム 有限会社　ツトム 福岡県朝倉市屋永4334-15

ｳｻｷﾞ(8)、ﾊﾑｽﾀｰ(20)、ﾓﾙﾓｯ
ﾄ(2)、ﾁﾝﾁﾗ(2)、ﾌｪﾚｯﾄ(１)、ｲﾝ
ｺ(20)､ﾌｨﾝﾁ(２0)､ｱﾋﾙ(３)､に
わとり（名古屋ｺｰﾁﾝ）(30)､ｳ
ｽﾞﾗ(８)､ｶﾒ(10)

販売 4068100072 H29.6.13

62 有限会社ツトム 有限会社　ツトム 福岡県朝倉市屋永4334-15 犬(６) 保管 4068200029 H29.6.13

63 福澤　正将 ライフ　フォース 福岡県朝倉郡筑前町篠隈３４１－１
哺乳類(10)、鳥(5)、爬虫類
(100)

展示 4068500003 H29.9.20

64 福澤　正将 ライフ　フォース 福岡県朝倉郡筑前町篠隈３４１－１
哺乳類(10)、鳥(5)、爬虫類
(100)

貸出 4068300001 H29.9.20

65 甲　美奈 ドッグサロン　IINu 福岡県小郡市大板井３２１－２ 犬(5) 保管 4068200030 H29.11.9

66 有限会社ゲイン
ブラルジャパンケンネルクラ
ブ

福岡県朝倉市堤１１５９－２ 犬（100)、猫（20） 販売 4068100073 H29.11.15

67 有限会社ゲイン
ブラルジャパンケンネルクラ
ブ

福岡県朝倉市堤１１５９－２ 犬(10)、猫（5） 保管 4068200031 H29.11.15

68 三木　啓輔 sUn arbres' 福岡県朝倉市上秋月１２２２－７ 犬(50) 販売 4068100074 H30.3.22

5



№ 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

北筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

69 原園　朝水
デリバリードッグサロン ＭＵ
ＫＫＵ

福岡県小郡市小郡971-5 犬猫(4) 保管 4068200032 H30.3.23

70 菊地　神一 豆柴専門　大和庵 福岡県朝倉市須川１７７０－１ 犬（30）、猫（20） 販売 4068100075 H30.6.4

71 平田　道子 チェリー　ミニ 福岡県うきは市吉井町千年1１３７－６ 犬(7) 販売 4068100076 H30.7.10

72 亀田　悦子 ペットランドP＆K 福岡県朝倉市下浦５０２－２ 犬(18) 販売 4068100077 H30.7.27

73 亀田　悦子 ペットランドP＆K 福岡県朝倉市下浦５０２－２ 犬(5) 保管 4068200033 H30.7.27

74 川上　あゆみ ドッグサロン　リーフ
福岡県三井郡大刀洗町冨多１２２３番
地２８

犬（2）、猫（1） 保管 4068200034 H30.9.3

75 有限会社トライアル ペットアミ甘木インター店
福岡県朝倉市一木１１９７
コメリパワー甘木インター店内

犬猫(25)、ハムスター(50)、
ウサギ(4)、モルモット(３)、
フェレット(2)、セキセイインコ
(10)、コザクラインコ(3)、オカ
メインコ(2)、トカゲ(４)

販売 4068100078 H30.9.18

76 有限会社トライアル ペットアミ甘木インター店
福岡県朝倉市一木１１９７
コメリパワー甘木インター店内

犬猫(11) 保管 4068200035 H30.9.18

77 田邊　久 城山わんわん余暇ランド 福岡県朝倉郡筑前町四三嶋５５７ 犬 訓練 4068400007 H30.11.28

78 迫　幸和
ペットシッター ・結絆サポー
ト

福岡県朝倉市甘木１１６７－１３

犬、猫、ウサギ、リス、砂ネ
ズミ、フェレット、インコ、文
鳥、オウム、十姉妹、イグア
ナ、カメ

保管 4068200037 H30.12.20

79 長友　悠祐 レオパルド 福岡県うきは市吉井町千年１３７－６ 爬虫類(90) 販売 4068100081 H31.3.19

80 松尾　亜沙美 ドッグサロン ＯＮＥ ＬＯＶＥ 福岡県朝倉郡筑前町東小田３２０－１ 犬(5) 保管 4068200038 H31.4.3
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81 髙着　裕美 ドックサロン　フルール 福岡県朝倉市馬田９０６－１ 犬・猫(4) 保管 4068200039 R1.5.8

82 髙松　久美 ドッグホテル　ごまるとさんぽ 福岡県小郡市横隈１６９８ 犬(5) 保管 4068200040 R1.7.25

83 飯田　悟
ジャパン・ペット・コンサル
ティング

福岡県うきは市浮羽町三春８２３ 犬(3) 販売 4068100082 R1.8.30

84 𠮷川　麻紀
ドッグシッター　お散歩代行　
ease　イーズ

福岡県朝倉郡筑前町東小田３４５３－
１１

犬、猫、ウサギ、ハムス
ター、その他

保管 4068200041 R1.10.29

85 福澤　正将 ライフ　フォース 福岡県朝倉郡筑前町篠隈３４１－１
犬（1）、鳥（1）、小動物（150）
トカゲ（150）、ヘビ（100）、カ
メ（100）、ヤモリ（100）

販売 4068100083 R1.11.5

86 福澤　正将 ライフ　フォース 福岡県朝倉郡筑前町篠隈３４１－１
小動物(5)、ヘビ(5)、トカゲ
(5)、ヤモリ(5)、カメ(5)

保管 4068200042 R1.11.5

87 吉松　瑞佳 ペットホテル　わんパラ 福岡県小郡市二森38、40-2 犬(10) 保管 4068200043 R1.11.7

88 有限会社トライアル ペッツメイト　イオン小郡店 福岡県小郡市大保字弓場110
犬(10)、猫(4)、ウサギ(3)、セ
キセイインコ(5)、ヒョウモント
カゲモドキ(2)

販売 4068100084 R2.2.13

89 有限会社トライアル ペッツメイト　イオン小郡店 福岡県小郡市大保字弓場110
犬(10)、猫(4)、ウサギ(3)、セ
キセイインコ(5)、ヒョウモント
カゲモドキ(2)

保管 4068200044 R2.2.13

90 藤原　美紀 犬の美容室ふじわら 福岡県小郡市大板井５３２－１５ 犬(4) 保管 4068200045 R2.2.25

91 調　正範 バードファーム・メロディ 福岡県朝倉市牛鶴３７４-３ 鳥(100) 販売 4068100085 R2.3.2
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92 國武　哲也
VERNIS TFK CANYON 
KENNEL だっくす屋

福岡県朝倉市杷木久喜宮９３１－１ 犬(13) 販売 4068100086 R2.3.25

93 髙山　耕大 LeoLiza 福岡県朝倉市秋月８６－３ トカゲ(15) 販売 4068100087 R2.4.17

94
株式会社九州スモール
アニマルパーク

九州スモールアニマルパー
ク

福岡県うきは市浮羽町浮羽２８０番地
４

犬（400）、猫（100）、鳥（10）
競り
あっ
せん

4068600002 R2.5.1

95
株式会社九州スモール
アニマルパーク

九州スモールアニマルパー
ク

福岡県うきは市浮羽町浮羽２８０番地
４

犬・猫（10）、鳥（10） 販売 4068100088 R2.5.1

96 草場　亮介 SOROMON'S RING Ⅱ
福岡県三井郡大刀洗町高樋１２２１－
２

犬（10）、インコ類（20）、猛禽
類（5）、カメ（50）、ヘビ（5）、ト
カゲ（5）

貸出 4068300002 R2.5.11

97 草場　亮介 SOROMON'S RING Ⅱ
福岡県三井郡大刀洗町高樋１２２１－
２

犬（10）、インコ類（20）、猛禽
類（5）、カメ（50）、ヘビ（5）、ト
カゲ（5）

展示 4068500004 R2.5.11

98 平塚　未佳 ドッグトレーナー　ヒラツカ
福岡県小郡市三国が丘３丁目２３－１　
２階

犬(1) 訓練 4068400008 R2.6.1

99 野中　直美 福岡はちゅ倶Ｌｏｖｅ
福岡県朝倉郡筑前町下高場１９２３－
７

モルモット(2)、チンチラ(2)、
ラット(2)、マウス(2)、カメ(2)、
ヘビ(4)、トカゲ(2)

販売 4068100091 R2.5.29

100 竹尾　菜摘 ドッグサロン　おさんぽ 福岡県うきは市吉井町５３９－２ 犬(12) 販売 4068100090 R2.6.11

101 竹尾　菜摘 ドッグサロン　おさんぽ 福岡県うきは市吉井町５３９－２ 犬(12) 保管 4068200047 R2.6.11

102 近藤　良亮 晴れのちしっぽ
福岡県小郡市三沢４２２５－２３　森山
ビル１階

犬(4)、猫(1) 保管 4068200048 R2.7.9
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103 坂田　好美
坂田犬猫病院（犬猫医療セ
ンター）

福岡県朝倉市甘木２００２－１ 犬(9)、猫(8) 保管 4068200049 R2.10.2

104 原　麻依子 dog salon Ribbon 福岡県小郡市福童３２６番地３ 犬(10) 保管 4068200050 R2.11.19

105
株式会社コーワペッツ
コーポレーション

ペッツランドヒロセ小郡店
福岡県小郡市津古１１１１－１HIヒロセ
スーパーコンボ小郡店内

犬(10)猫(5) 保管 4068200051 R3.4.12

106
株式会社コーワペッツ
コーポレーション

ペッツランドヒロセ小郡店
福岡県小郡市津古１１１１－１HIヒロセ
スーパーコンボ小郡店内

犬(30)猫(10)小鳥小動物 販売 4068100092 R3.4.12

107 野崎　暁子 うきは猫カフェ２８０（にゃお） うきは市吉井町新治355-1 猫(10) 展示 4068500005 R3.6.15

108 野崎　暁子 うきは猫カフェ２８０（にゃお） うきは市吉井町新治355-1 猫 販売 4068100093 R3.6.15

109 野崎　暁子 うきは猫カフェ２８０（にゃお） うきは市吉井町新治355-1 猫 保管 4068200052 R3.6.15

110 矢野　亜紀子 プードルホーム 朝倉市牛木124-1 犬(2) 販売 4068100094 R3.6.21

111 矢野　亜紀子 プードルホーム 朝倉市牛木124-1 犬 保管 4068200053 R3.6.21

112 小山　智美 To. dog 朝倉市甘木1212-10 犬(2) 販売 4068100095 R3.9.10

113 小山　智美 To. dog 朝倉市甘木1212-10 犬 保管 4068200054 R3.9.10

114 秋月　美鈴 Pet House Happiness 朝倉市大庭4968-1 犬（10）、猫（5) 販売 4068100096 R3.9.22

115 秋月　美鈴 Pet House Happiness 朝倉市大庭4968-1 犬（10）、猫（5) 保管 4068200055 R3.9.22

116 日野　雅美 レッドグリーン
福岡県うきは市吉井町長栖１２２８番
地

犬（20） 販売 4068100097 R3.11.22
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117
一般社団法人わんわん
さくちゃんお日様の会

一般社団法人わんわんさく
ちゃんお日様の会

福岡県朝倉郡筑前町篠隈６３７－１ 犬 販売 4068100098 R3.11.29

118 清武　遥 ドッグスクール　BUDDY 福岡県朝倉郡筑前町久光４９３－１ 犬 訓練 4068400009 R3.12.2

119 井上　順一 Castle Dog Belle
福岡県朝倉郡筑前町東小田３２８５－
２

犬(8) 販売 4068100099 R4.1.12

120 有限会社　ピエロ HONEY BOO BOO 福岡県うきは市吉井町宮田３３５－１ 犬(20) 販売 4068100100 R4.2.3

121 熊抱　幸子 パグハウス熊公 福岡県うきは市吉井町徳丸457-3 犬(20) 販売 4068100101 R4.3.14

122 熊抱　幸子 パグハウス熊公 福岡県うきは市吉井町徳丸457-3 犬(1) 保管 4068200056 R4.3.14

123 森下　泰子 ワンちゃん美容　DOG RUN 福岡県朝倉市桑原２８７ 犬 保管 4068200057 R4.3.15

124 杉野　哲 ペットキッズ 福岡県うきは市浮羽町三春２５６６－１ 犬(15)、猫(25) 販売 4068100102 R4.3.25

125 杷野　定美 ヒメウズラ販売小郡 福岡県小郡市三沢１０１４－３ ヒメウズラ(50) 販売 4068100103 R4.4.28

126 山田　千春 ＤＥＮ－ＥＮ
福岡県三井郡大刀洗町高樋１０２０－
４

犬(46) 販売 4068100104 R4.6.10

127 山田　千春 ＤＥＮ－ＥＮ
福岡県三井郡大刀洗町高樋１０２０－
４

犬(10) 保管 4068200058 R4.6.10

128 川井　祐二 仔犬の森 福岡県朝倉市堤１１５９－１ 犬（1２）、猫（７) 販売 4068100105 R4.6.13

129 内島　晃子 ＰＯＯＤＬＥ　ＵＪ
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２３９５－
１２

犬（４） 販売 4068100106 R4.6.17

130 内島　晃子 ＰＯＯＤＬＥ　ＵＪ
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２３９５－
１２

犬（４） 保管 4068200059 R4.6.17
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131 小島　浩 コジマ動物病院 福岡県朝倉市馬田３２８－１ 犬（４）、猫（４） 保管 4068200060 R4.8.3

132 大中　美保 Fortuna Baby&Miho 福岡県小郡市上西鰺坂２２９－３３ 犬（15） 販売 4068100107 R4.8.10

133 近藤　多美子 ドックショップ　ミルクプリン 福岡県うきは市吉井町鷹取１３７８－２ 犬（６） 販売 4068100108 R4.9.21

134 深見　裕昭 ヒビクラショップ 福岡県朝倉市長田１１４５－４ インドホシガメ（１３） 販売 4068100109 R4.10.5

135 菊地　神一 豆柴専門　大和庵 福岡県朝倉市堤１１６４－１ 犬（15） 販売 4068100110 R4.10.19

136 秋山　菜央 ＦＡＬＬ　ＭＯＵＮＴ 福岡県朝倉郡筑前町石櫃１１４－３ 犬（７） 販売 4068100111 R4.11.10

137 立花　杏子 ペットシッターラポール
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３３
０８

犬、猫、ウサギ、フェレット、
インコ、文鳥、オウム

保管 4068200061 R4.12.9
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