
№ 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 小川　峰子 ジュエリープリティーJP 八女市上陽町北川内　4681 犬30 販売 4071100004 H18.9.15

2 沖　トシ子 ドックショップ沖 みやま市山川町甲田754-1 犬28 販売 4074100004 H18.9.27

3 井上　寿義 八女市上陽町上横山5517 犬20 販売 4071100007 H18.10.18

4 佐藤　えみ子 サトウペット みやま市瀬高町長田878-4 犬、猫115、4 販売 4074100005 H18.10.18

5 廣松　金徳 シュガーコート 柳川市蒲生136-4 犬60 販売 4074100007 H18.10.25

6 立石　環 バーナードファミリーB.B.P 大川市大字酒見452-11 犬22 販売 4067100019 H18.10.25

7 小川　三津子 愛犬美容室ｻﾝｼｬｲﾝ 八女市馬場2の1 犬28 保管 4071200002 H18.11.13

8 小川　三津子 愛犬美容室ｻﾝｼｬｲﾝ 八女市馬場2の1 犬3 販売 4071100063 H20.5.1

9 宮園　千波
ｼﾝﾃﾞｨｰｵﾌﾞﾖｰｷｰﾊｳｽ　ﾔﾒｼﾞｪ
ｲﾋﾟｰ

八女市高塚317の1 犬7 販売 4071100013 H18.11.13

10 高口　文子 高口　文子 柳川市大和町明野654 犬8 販売 4074100009 H18.11.21

11 野口　啓 トイハウス　ケイ　JP 八女市岩崎253-10 犬15 販売 4071100016 H18.11.27

12 大坪　夕子 ペットサロン　DDハウス 柳川市西蒲池911 犬、猫15 保管 4074200004 H18.12.20

13 政次　康久 マサツグブラザーズ 八女市新庄104－1 犬50 販売 4071100021 H19.2.22

14 田中　邦子 オサ　タナカ 三潴郡大木町大字福土937-4 犬9 販売 4067100065 H19.3.13

第一種動物取扱業者情報一覧

南筑後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 馬渕　雅美 ﾊﾟﾃｨｵ・ﾄﾞﾘｰﾑ･ｼﾞｪｲﾋﾟｰ 大川市大字郷原258-3 犬37 販売 4067100068 H19.3.15

16 馬渕　浩二 リトル メイト 三潴郡大木町大字大角78-2 犬71 販売 4067100070 H19.3.15

17 浜崎　広文 ドッグハウストースト 八女市津江260－2 犬50 販売 4071100026 H19.3.16

18 蒲池　信子 ペットショップゲイリー みやま市瀬高町下庄537-1 犬1 保管 4074200006 H19.3.29

19 竹島　知宏 八女市立花町北山727－4 犬9 販売 4071100030 H19.4.16

20 内藤　智樹 八女市黒木町北木屋4537の2 犬1 販売 4071100029 H19.4.16

21 宮崎　秀毅 宮崎秀毅 大川市大字道海島329-5 犬5 販売 4067100084 H19.4.18

22 西田　茂 西田　茂 みやま市山川町甲田309 犬60 販売 4074100015 H19.4.19

23 西山　高史 西山　高史 みやま市高田町舞鶴1092 犬30 販売 4074100016 H19.4.25

24 栗原　美保子 ドッグサロンGo!Go!パンキー 八女市馬場507－7 犬3 保管 4071200003 H19.5.14

25 中島　修 O.DOG.HOUSE 八女市立花町北山1331 犬35 販売 4071100036 H19.5.21

26 熊添　光治 アイリークマゾエ 八女郡広川町大字広川1700－3 犬60 販売 4071100042 H19.5.24

27 古賀　真理 ペットサロンホテル101 八女市大島109－3 犬6 保管 4071200006 H19.5.24

28 石川　弘美 ＷＡＮ ＤＯＧ ＮＡＯ 三潴郡大木町大字大角684-1 犬20 販売 4067100073 H19.5.29
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29 中村　恭士 中村ケンネル 八女市平田177－1 犬15 販売 4071100044 H19.5.30

30 穴見　英之 八女ビッグロマンJP 八女市祈祷院小石原77 犬8 販売 4071100048 H19.5.31

31 吉武　雄二
吉武ドッグトレーニングス
クール

八女郡広川町大字一條1402－1 犬30 訓練 4071400001 H19.5.31

32 吉武　雄二
吉武ドッグトレーニングス
クール

八女郡広川町大字一條1402－1 犬30 保管 4074200024 H24.6.4

33 久間　寿紀 八女久間荘 八女市上陽町下横山3683－2 犬30 販売 4071100051 H19.6.1

34 水町　正人 ペットのウイリー 筑後市大字長浜2444 犬70 販売 4071100054 H19.6.1

35 古賀　泰郎 デイジー動物病院 柳川市本町30-7 犬1 保管 4074200009 H19.6.8

36 井上　尚子 ドックサロン　クッキー 八女市高塚8－2 犬4 保管 4071200008 H19.10.18

37 田中　千鶴子 ジョウヨウ タナカ 八女市上陽町下横山477－1 犬51 販売 4071100064 H20.5.27

38 木山　良一 ドリームセタカjp みやま市瀬高町下庄1491-2 犬8 販売 4074100030 H20.6.20

39 加藤　義徳 加藤 みやま市山川町原町97-4 犬 販売 4074100032 H20.10.21

40 檀　富士子 ホワイトトイプードル 柳川市筑紫町660－3 犬3 販売 4074100035 H21.11.26

41 檀　富士子 Petsitter Dan 柳川市筑紫町660－3 犬2 保管 4074200037 H26.11.7

42 江口　芳則 ブルーポイント 筑後市大字水田1172－1 犬27 保管 4074200015 H21.12.11
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43 龍　貴美子 Berry's　Dog 大川市大字新田289 犬、猫計5 保管 4074200019 H22.7.26

44 原田　孝子 ペットハウス　ハラダ 筑後市大字前津1934－1 犬100 販売 4074100039 H22.9.8

45 石橋　大輔 DOG eye　コミュニケーション 柳川市弥四郎町4－1 A101 犬10 訓練 4067400004 H19.2.1

46 石橋　大輔 DOG eye　コミュニケーション 柳川市弥四郎町4－1 A101 犬6 販売 4074100047 H24.3.28

47 石橋　大輔 DOG eye　コミュニケーション 柳川市弥四郎町4－1 A101 犬10 保管 4074200023 H24.3.28

48 森田　政生 フジモリタ犬舎 筑後市大字久富342－6 犬15 販売 4074100048 H24.5.15

49 秋山　香代 Petitママン(プティママン) みやま市瀬高町大草916－41 犬30 販売 4074100051 H24.10.29

50 秋山　香代 Petitママン(プティママン) みやま市瀬高町大草916－41 犬3 保管 4074200027 H24.10.29

51 田中　茂一 ドック．リード．タナカ 八女市黒木町鹿子生1390－1 犬80 販売 4074100054 H25.8.8

52 池田　三枝 シャンプ－．カットi(あい) 八女市宅間田361 犬5 保管 4074200029 H25.10.3

53 髙木 里恵 Doghutch　ドッグハッチ 筑後市大字西牟田3729－3 犬6 保管 4074200031 H25.12.13

54 伏見 　誠 リトル・ラボ 大川市大字向島2217 爬虫類110 販売 4074100059 H26.1.8

55 北島　恵 ビューティーパピーペット みやま市高田町濃施227-1 犬 保管 4074200033 H26.5.23

56 北島　恵 ビューティーパピーペット みやま市高田町濃施227-1 犬3 販売 4074100061 H26.5.23
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57 増井　由美子 ドッグサロン　僕のポチ 筑後市大字久富884-2-2 犬6 保管 4074200036 H26.7.25

58 友野　恵美 ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ　ﾌﾞﾙｰｽｶｲJP 八女市立花町谷川1245-4 犬70 販売 4074100064 H26.9.12

59 沖　朝美 ﾌﾟﾘﾃｨｰ ﾄﾞｯｸﾞ 朝美 柳川市大和町明野1302-18 犬10 販売 4074100065 H26.10.1

60 永田　紀代 ドッグハウスドリーム 筑後市大字蔵数518-91 犬20 販売 4074100066 H26.10.6

61 菰原　陽一朗 筑後陽泉荘 筑後市大字西牟田4111-12 犬5 販売 4074100068 H27.3.19

62 梅嵜　真紀子 Aneeds
柳川市西浜武1427-1コーポひまわり
103

哺乳類、鳥類、爬虫類 訓練 4074400004 H27.11.5

63
(株)　Coo＆RIKU 東日
本

ペットショップCoo＆RIKU　筑
後店

筑後市前津字木ノ下420-1　ゆめモー
ル筑後B棟

犬、猫45、10 販売 4074100070 H27.12.14

64
(株)　Coo＆RIKU 東日
本

ペットショップCoo＆RIKU　筑
後店

筑後市前津字木ノ下420-1　ゆめモー
ル筑後B棟

犬、猫6、3 保管 4074200037 H27.12.14

65 古川  和樹 Healing Space 大川市大字小保156-6
モモンガ等、インコ等、カメ等
各2

販売 4074100071 H28.3.18

66 笠間　くるみ Rare CAT 柳川市新外町4－40 猫6 販売 4074100072 H28.7.26

67 藤﨑　香織 スイート　フレグランス 八女郡広川町大字日吉796－4 犬6 販売 4074100075 H28.12.21

68 藤﨑　香織 スイート　フレグランス 八女郡広川町大字日吉796－4 犬6 保管 4074200041 H28.12.21

69 井上　仁美 ペットサロン mofumofu 筑後市大字四ヶ所366 犬、猫1 保管 4074200041 H29.4.25

70 島田　恵美 ペットサロン PINK 三潴郡大木町福土937-2 犬4 保管 4074200042 H29.5.11
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71 橋本　拓也 愛犬美容室チャーミー 柳川市八百屋町6-2 犬10 販売 4074100077 H29.6.28

72 橋本　拓也 愛犬美容室チャーミー 柳川市八百屋町6-2 犬2 保管 4074200043 H29.6.28

73 中島　敏文 ドッグ ハウス ナカシマ 八女市立花町山崎723 犬57 販売 4074100081 H30.2.6

74 黒田　菜摘 Miru-Miru 筑後市大字津島1288 犬 販売 4074100082 H30.2.19

75 黒田　菜摘 Miru-Miru 筑後市大字津島1288 犬1 保管 4074200047 H30.2.19

76 田中　聖子
ペットサロン　フリースタイル　
G5

柳川市田脇129－1 鳥5 販売 4074100084 H30.5.9

77 田中　聖子
ペットサロン　フリースタイル　
G5

柳川市田脇129－1 犬10 猫10 保管 4074200048 H30.5.9

78 黒田　弘美 チェリーズストーリー 八女市豊福281－1 犬43 販売 4074100087 H30.11.29

79 中村　浩美 BEAUTY  FLOWER 大川市大字下林665－1 犬16 販売 4074100088 H30.12.13

80 古賀　徹 古賀ファーム＆バードハウス 柳川市三橋町白鳥557 鳥17 販売 4074100089 H31.1.10

81 樺島　千賀 ホワイトノエルドットコム 八女市星野村19185－1 犬16,2 販売 4074100091 H31.2.20

82 樺島　千賀 ホワイトノエルドットコム 八女市星野村19185－1 犬1 保管 4074200050 H31.2.20

83 株式会社ICHOU パピーシュシュ広川店 八女郡広川町新代1797－1 犬7 販売 4074100094 R1.7.1

84 株式会社ICHOU パピーシュシュ広川店 八女郡広川町新代1797－1 犬13 保管 4074200053 R1.7.1
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85 小川　智慧里 ジョイン　ママ 筑後市大字熊野1317－5 犬、猫 28 販売 4074100095 R1.8.13

86 小川　智慧里 ジョイン　ママ 筑後市大字熊野1317－5 犬、猫 保管 4074200054 R1.8.13

87 吉田　周平 Atomic Bullies 八女市平田522－13 犬10 販売 4074100096 R1.9.13

88 株式会社ICHOU パピーシュシュ大川店 大川市大字上巻448－3 犬10 保管 4074200056 R1.10.2

89 株式会社ウィング ビバペッツ大木店 三瀦郡大木町大字蛭池1200 犬10、猫2～4 販売 4074100098 R1.10.4

90 株式会社ウィング ビバペッツ大木店 三瀦郡大木町大字蛭池1200 犬10、猫2～4 保管 4074200057 R1.10.4

91 堤　絢女
シェパード　＆　ラブラドール
専門犬舎　Super-dogs

柳川市大和町鷹ノ尾557‐1 犬3 販売 4074100099 R1.10.10

92 小村　愛 リトル・ヴィレッジ 筑後市下北島1069‐1 犬60、猫10 販売 4074100100 R1.10.10

93 中島　とも子 中島 八女市高塚796 犬21 販売 4074100101 R2.1.9

94
株式会社やまもとペット
クリニック

株式会社やまもとペットクリ
ニック

柳川市三橋町藤吉77‐1 犬20、猫10 保管 4074200058 R2.2.25

95 重松　一久 クロスパインJP 八女郡広川町大字吉常569－1 犬7 販売 4074100102 R2.2.28

96 北川　貴代 ベストフレンド　JP 八女市豊福287－1 犬50 販売 4074100103 R2.3.27

97 鬼塚由希 くるみcafé 八女市岩崎277-11 犬5 展示 4074500003 R2.4.9

98 鬼塚由希 くるみcafé 八女市岩崎277-11 犬5 保管 4074200059 R2.4.9
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99 株式会社アスト アニマルストークタウン 筑後市大字熊野283－8 犬100、猫50
競り
あっ
せん

4074600002 R2.4.10

100 山本　雅輝
スモールウィローケイジェイ
ピー

大牟田市今山1548番地3 犬、猫 販売 生衛第2943号 H20.2.7

101 吉田　巌 BIRTH KENNEL 大牟田市歴木1780番地5 犬11 販売 生衛第3620号 H21.1.20

102 西田　春敏 ネイ・プラス 大牟田市倉永1527番地1 犬、猫4～5 保管 生衛第4247号 H21.4.9

103 東　輝延
トイ・プードル専門犬舎ひが
し

大牟田市天道町187番地 犬2 販売 生衛第2240号 H22.2.1

104
(株)　Coo＆RIKU 東日
本

Coo＆RIKU大牟田店 大牟田市田隈928番地1 犬、猫39,9 販売 生衛第2807号 H25.1.28

105
(株)　Coo＆RIKU 東日
本

Coo＆RIKU大牟田店 大牟田市田隈928番地1 犬、猫5 保管 生衛第2808号 H25.1.28

106 田中　ひろ子 ペットシッターももはる 大牟田市宮部243番地6

哺乳類（犬、猫、ｳｻｷﾞ、リ
ス、ﾊﾑｽﾀｰ、ﾓﾓﾝｶﾞ等）鳥類
(ｲﾝｺ､文鳥､ｵｳﾑ、十姉妹）爬
虫類（ｶﾒ､ｲｸﾞｱﾅ）2～3

保管 生衛第207号 H26.4.16

107 片山　智愛 Petsalon NOA 大牟田市船津町253番地 犬、猫4 保管 生衛第2891号 H27.2.24

108 松下　由起子 わんずはうす 大牟田市宮原町2丁目107番地5 犬1～2 保管 保衛第2877号 H30.3.29

109 竹井　明 Miss.CAT 大牟田市白銀912番地1 犬、猫(1,4) 販売 保衛第460号 H30.5.1

110 中村　一允 カケル　reptiles 大牟田市城町1丁目4番地15 爬虫類（ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ） 販売 保衛第1884号 H30.8.3
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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

南筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

111 松尾　良子
ドルチェ・ファータ（優しい妖
精）

大牟田市東萩尾町343-3
哺乳類（ﾓﾓﾝｶﾞ、ﾁﾝﾁﾗ、ﾃﾞ
ｸﾞｰ)

販売 保衛第4208号 H31.1.28

112 相島　俊介 MAKES 大牟田市通町2丁目17番地8 犬(豆柴）♂10♀40 販売 保衛第4753号 H31.3.11

113 角　美和
Ruu　second　hause　for　
dogs

大牟田市不知火町2丁目8番5号 犬20頭 保管 保衛第1689号 R1.7.24

114 藤木　晴美 ＭＩＬ＆ＣｏＣｏハウス 大牟田市大字四ヶ2107番地3 犬10頭(ﾄｲﾌﾟｰﾄﾞﾙ） 販売 保衛第3084号 R1.10.21

115 山下　優弥
Dog salon 0 choir　　　　　　　　
　(ﾄﾞｯｸｻﾛﾝｾﾞﾛｸｱｲｱ)

大牟田市上屋敷町2丁目167番地 犬10頭以内(ﾄﾘﾐﾝｸﾞ） 保管 保衛第3753 号 R1.12.22

116 堤　桃子
Dog salon わんＲｏｏｍ　　　　　
　　　　(ﾄﾞｯｸｻﾛﾝﾜﾝﾙｰﾑ)

大牟田市北磯町25番地4
犬のみ(ﾄﾘﾐﾝｸﾞ、一時預か
り）7

保管 保衛第4376号 R2.3.1

117 江原　美穂 PET　Mignon　　(ﾍﾟｯﾄ　ﾐﾆｮﾝ) 大牟田市草木791番地5 犬(ﾄｲﾌﾟｰﾄﾞﾙ）ﾌｸﾛｳﾓﾓﾝｶﾞ2 販売 保衛第4449号 R2.2.10

118 井上　典大 ちいさなアロワナ屋 八女郡広川町大字吉常83-2 爬虫類、小動物各10～30 販売 4074100105 R2.4.22

119 小川　忠輝 WORLD熱帯トロピカル 八女市龍ケ原8 爬虫類3 販売 4074100106 R2.5.8

120 山口　淳二 ラブフレンドJP 八女市黒木町笠原8475 犬10 販売 4074100107 R2.5.13

121 古賀　由圭 くりみのや みやま市瀬高町本郷1327－3 フクロモモンガ20以下 販売 4074100110 R2.6.2

122 井上　崇 ドックハウスさくら 柳川市旭町21 犬3 販売 4074100111 R2.6.3
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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

南筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

123 益田　千恵子 クラフトドック 柳川市三橋町柳河1062-6 犬6 販売 4074100112 R2.6.10

124 益田　千恵子 クラフトドック 柳川市三橋町柳河1062-6 犬2 保管 4074200061 R2.6.10

125 平野　晴香 BONNY みやま市瀬高町下庄2179‐1 犬1 販売 4074100113 R2.6.10

126 平野　晴香 BONNY みやま市瀬高町下庄2179‐1 犬5 保管 4074200062 R2.6.10

127 由布　惠子 プリティーワン 八女市立花町北山2765－1 犬6 販売 4074100114 R2.8.4

128 益田　千恵子 ワンワン広場 Come Come 柳川市東蒲池79－8 犬2～3 販売 4074100115 R2.10.13

129 益田　千恵子 ワンワン広場 Come Come 柳川市東蒲池79－8 犬2～3 保管 4074200065 R2.10.13

130 益田　千恵子 ワンワン広場 Come Come 柳川市東蒲池79－8 犬2～3 訓練 4074400007 R2.10.13

131 益田　千恵子 ワンワン広場 Come Come 柳川市東蒲池79－8 犬8 展示 4074500005 R2.10.13

132 佐藤　友美 エメパピィ 八女市川犬1509-3 犬95 猫5 販売 4074100116 R2.11.2

133 株式会社ICHOU 株式会社ICHOU 八女郡広川町太田421-2 犬10 保管 4074200066 R2.11.10

134 柿川　晋子 福岡ペットシッター桜 大牟田市新勝立町5-64-1 犬2、猫2 保管 4074200067 R2.12.28

135 井上　奈央 CRB 柳川市三橋町柳河434-2 げっ歯類24 は虫類14 販売 4074100117 R3.1.22

136 田鍋　翔 彗翔 大牟田市岩本2857番地55、74 犬(シバ・豆ｼﾊﾞ）40 販売 4074100109 H22.6.1
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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

南筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

137 清田　勝彦 筑後清田荘 大牟田市唐船704番地 犬46 販売 4074100108 H22.6.2

138 小田　憲司
アイドッグシャンプーサービ
ス南福岡

大牟田市田隈405番地16 犬1 保管 4074200064 H22.10.12

139
ぺッツファースト株式会
社

ペッツファースト大牟田店 大牟田市岬町3番地4 犬、猫 販売 4074100118 H23.2.24

140
ぺッツファースト株式会
社

ペッツファースト大牟田店 大牟田市岬町3番地4 犬、猫 貸出し 4074300001 H30.9.5

141 本田　由紀 シッポふりふり 大牟田市住吉町1丁目10番地 犬1～2 保管 4074200069 H23.4.4

142 株式会社スタードッグス
スタードッグスゆめタウン大
牟田店

大牟田市旭町2丁目28番地1
哺乳類(犬､猫など）、鳥類
（小鳥）、爬虫類（ﾘｸｶﾞﾒ､ﾄｶ
ｹﾞ)1

保管 4074200070 H20.5.19

143 株式会社スタードッグス
スタードッグスゆめタウン大
牟田店

大牟田市旭町2丁目28番地1
哺乳類(犬､猫など）、鳥類
（小鳥）、爬虫類（ﾘｸｶﾞﾒ､ﾄｶ
ｹﾞ)5

販売 4074100119 H20.5.19

144 株式会社スタードッグス
スタードッグスゆめタウン大
牟田店

大牟田市旭町2丁目28番地1 猫5 展示 保衛第1319号 R1.6.28

145 佐藤　清美 シュガーラブ 三潴郡大木町大角869-22 猫17 販売 4074100121 R3.3.26

146 財部　ルミコ パレスタカラベ 大牟田市笹原町1丁目51番地2 犬13 販売 4074100122 H23.4.4

147 財部　ルミコ パレスタカラベ 大牟田市笹原町1丁目51番地2 犬1 保管 4074200071 H23.4.4

148 河合美千代 UN CALIN 八女市新庄104－1 犬15 販売 4074100123 R3.4.26
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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

南筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

149 矢加部真奈美 famille 八女市立花町谷川350-1 犬4 販売 4074100124 R3.5.17

150 矢加部真奈美 famille 八女市立花町谷川350-1 犬4 保管 4074200072 R3.5.17

151 株式会社ドリーム
ペットサロンドリーム大牟田
店

大牟田市岬町3－4イオンモール大牟
田1階

犬、猫 保管 4074200073 R3.5.19

152
西日本メンテナンス株
式会社

大牟田市動物園 大牟田市昭和町163番地 哺乳類、鳥類、爬虫類等 展示 4074500006 H18.6.1

153 株式会社ビーンズ わかな動物病院 筑後市大字若菜1282－6
犬8 猫6  ウサギ1 ハムス
ター1

保管 4074200074 R3.6.5

154 中元　はるみ ペットランド・パピィー 大牟田市小浜町25―6 犬、猫1～5 保管 4074200075 H18.10.23

155
株式会社　KSカンパ
ニー

株式会社　KSカンパニー 柳川市三橋町五拾町314 犬2～3 保管 4074200076 R3.6.2

156 髙松　孝子 大牟田愛犬クリニック 大牟田市天領町2丁目37番地2 犬2～3 保管 4074200077 H18.7.3

157 内野　有季子 愛犬美容室ふわふわ 大牟田市通町2丁目19番地5 犬2～3 保管 4074200078 H18.7.24

158 平川　潤二 ドリームペット 大牟田市本町1丁目7番地4 犬3 保管 4074200079 H18.7.21

159 初村雄才 ボーダーファーム 八女市本2927 犬13 販売 4074100127 R3.7.12

160 加田　和子
かだ動物クリニック／ＤＡＤＡ
ペットハウス

大牟田市日出町1丁目2番地1 犬6、猫1 保管 4074200080 H18.8.2

161 川脇　裕記枝 とーたるどっぐはうすえる 大牟田市西浜田町1丁目1番地19 犬4 保管 4074200081 H18.7.21

162 大林　康 トリミングハウスキャンキャン 大牟田市三川町2丁目19番地2 犬4～5 保管 4074200082 H18.7.21
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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

南筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

163 岡田　拓也 LIART　GRACE　ONE 三潴郡大木町上上牟田口1290－1 犬30 販売 4074100128 R3.7.28

164 髙田　恵美子 高田動物病院 大牟田市手鎌11番地8 犬2～3 保管 4074200083 H18.8.23

165 ㈱マツノブファミリー ㈱マツノブファミリー 八女郡広川町新代478－1 犬15 販売 4074100129 R3.8.4

166 ㈱マツノブファミリー ㈱マツノブファミリー 八女郡広川町新代478－1 犬15 保管 4074200084 R3.8.4

167 西嶋　聖 LOVING HOME 八女郡広川町大字広川995－3 犬146 販売 4074100073 H28.10.3

168 西嶋　聖 LOVING HOME 八女郡広川町大字広川995－3 犬1～2 保管 4074200085 R3.10.5

169 甲木　克彦 K-808 八女市立花町山崎1368－1 犬、猫5～10 販売 4074100130 R3.10.8

170 ㈱マツノブファミリー ㈱マツノブファミリー 八女市今福1260－1 犬60 販売 4074100131 R3.10.22

171 世利早織 ペットサロンプクプク 大川市大字津594-3 犬5 販売 4074100132 R3.11.9

172 世利早織 ペットサロンプクプク 大川市大字津594-3 犬5 保管 4074200086 R3.11.9

173 大野清実 パクパクワン 八女郡広川町大字吉常487-4 犬8 販売 4074100133 R3.11.17

174 黒岩保 鳥から学ぶ移動教室 筑後市下北島239-6 鳥3 展示 4074500007 R3.12.6

175 黒岩保 鳥から学ぶ移動教室 筑後市下北島239-6 鳥3 保管 4074200087 R3.12.6

176 大里　慎也 KalMet 大牟田市大字倉永885－1 爬虫類20～30 販売 4074100134 R4.3.24
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第一種動物取扱業者情報一覧

南筑後保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

177 野田　愛 ドッグサロンi1 みやま市瀬高町下庄248 犬10～20 保管 4074200088 R4.3.25

178 井上　依
わんわん美容室　プリティ-
ドッグ

柳川市下宮永町232-2 犬15 保管 4074200089 R4.3.31

179 松田　和代 ワンコの美容室クララ 大牟田市宮部101番地2 犬1 保管 4074200090 H19.4.23

180 松田　和代 ワンコの美容室クララ 大牟田市宮部101番地2 犬1 販売 4074100136 H19.4.23

181 小宮　信春 小宮ペット 大牟田市栄町4番地4 鳥類（小鳥、インコ）　150 販売 4074100137 H19.5.15

182 ㈱Pccompany PetitAnge八女店 八女市蒲原967-1 犬10 販売 4074100138 R4.5.18

183 ㈱Pccompany PetitAnge八女店 八女市蒲原967-1 犬10 保管 4074200092 R4.5.18

184 加藤田　薫 Pretty・Wan 八女郡広川町大字新代2067-1 犬30 販売 4074100139 R4.5.23

185 加藤田　薫 Pretty・Wan 八女郡広川町大字新代2067-1 犬5 保管 4074200093 R4.5.23

186 ㈱メッシュ動物病院 メッシュ動物病院 大牟田市三池611-5 犬1 保管 4074200094 R4.5.17

187 北原　幸子 ＶＥＲＹＤＯＧ 大牟田市手鎌192番地6 犬、猫1 保管 4074200095 H19.5.17

188 中山　貴司 Re lien (リリアン) 大牟田市久福木203-1 犬3 販売 4074100140 R4.5.26

189 合同会社マーチ ドッグスクール吉岡 八女市星野村10242-2 犬8 訓練 4074400008 R3.3.1

190 合同会社マーチ ドッグスクール吉岡 八女市星野村10242-2 犬8 保管 4074200068 R3.3.1
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第一種動物取扱業者情報一覧
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191 合同会社マーチ ドッグスクール吉岡 八女市星野村12042-2 犬8 販売 4074100141 R4.6.13

192 上條あかね
レトロ猫カフェ　ノワール
(noir)

大牟田市平原町142-2 猫9 展示 4074500008 R4.6.22

193 山川　幸枝 ポムの巣箱 大牟田市歴木246番地

哺乳類（ｳｻｷﾞ、ﾓﾙﾓｯﾄ、ﾊﾑｽ
ﾀｰ、ｽﾅﾈｽﾞﾐﾞ等）鳥類(ｲﾝｺ､ﾋ
ﾒｳｽﾞﾗ）爬虫類（ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞﾓ
ﾄﾞｷ、ｸｻｶﾞﾒ）

展示 4074500004 R2.8.4

194 山川　幸枝 ポムの巣箱 大牟田市歴木246番地 哺乳類（ﾊﾑｽﾀｰ）鳥類(ｲﾝｺ） 販売 4074100142 H29.7.5

195 中山　泰子 筑後わんこ 筑後市久富1251-51 犬1 販売 4074100143 R4.7.11

196 古賀　裕典 古賀ドッグファミリー 八女郡広川町藤田84-1 犬1 販売 4074100144 R4.7.11

197 山浦　真澄 いぬの美容室　いっぽ 八女市岩崎1-1 犬2～3 保管 4074200069 R4.7.19

198 村元　直子 ＤＯＧサロン わんだふる 大牟田市三里町1-9-16 犬、猫1 保管 4074200091 H19.5.17

199 村元　直子 ＤＯＧサロン わんだふる 大牟田市三里町1-9-16 犬1 販売 4074100145 R4.7.21

200 馬場　美穂子
ドッグサロン＆ホテル チルチ
ルミチル

柳川市西蒲池1082-1 犬10 保管 4074200052 R1.6.20

201 馬場　美穂子
ドッグサロン＆ホテル チルチ
ルミチル

柳川市西蒲池1082-1 犬3 販売 4074100146 R4.7.27

202 入江　潤 CHOCOLAT（ショコラート） 八女市立花町大字山崎2300 犬2 販売 4071100059 H19.8.7

203 入江　潤
CHOCOLAT´（ショコラート 
ダッシュ）

八女市立花町大字山崎2195-1 犬6、猫3 販売 4074100147 R4.8.9
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204 跡部　和博 宮部跡部荘 大牟田市宮部489番地1 犬8 販売 4074100148 H19.9.6

205 福島　香代
レオハッピーアイランド　ジェ
イピー

大牟田市早米来町1-11 犬4～5 販売 4074100149 R4.8.25

206 松本　美鈴 fresh flan 大牟田市歴木1807-1029 ハリネズミ7 販売 4074100150 R4.9.2

207 松本　美鈴 fresh flan 大牟田市歴木1807-1029 ハリネズミ7 保管 4074200053 R4.9.2

208 松本　美鈴 fresh flan 大牟田市歴木1807-1029 ハリネズミ7 展示 4074500009 R4.9.2

209 竹島　伸治 竹島 筑後市大字長浜1314-9 犬4 販売 4074100151 R4.9.7

210 氷室　美和 ペットサロン PEACE DOG 大牟田市沖田町2番地24 犬、猫 保管 4074200054 H24.10.1

211 龍　美穂 ペットハウス　R 柳川市大和町中島3017 犬6 販売 4074100152 R4.9.29

212 野口　雄大 Dog Peace 筑後市大字鶴田1142-1 犬50 販売 4074100045 H23.8.24

213 野口　雄大 ブテックサロンELIOT 筑後市大字和泉242-3 1F北 犬6 保管 4074200049 H30.7.6

214 野口　雄大 ブテックサロンELIOT 筑後市大字和泉242-3 1F北 犬、猫10 販売 4074100153 R4.10.7

215 甲木　青空 ONE DOG 筑後市大字鶴田1184 犬20 販売 4074100154 R4.10.17

216 待鳥　正子 Petit Bonheur 柳川市本城町75－2 犬13 販売 4074100080 H30.1.11

217 待鳥　孝典 Ecrin Heureux 柳川市本城町75－2 犬13 販売 4074100155 R4.10.27
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218 宮崎　和宏 るぴなす 筑後市大字折地666-1 犬・フクロモモンガ 販売 4074100156 R4.11.1

219 ㈲トライアル ペットアミ筑後店 筑後市大字前津484 犬、猫15 保管 4074200096 R4.11.2

220 ㈲トライアル ペットアミ筑後店 筑後市大字前津484

犬20、猫5，ウサギ5，ハムス
ター30、モルモット5、フェレッ
ト5、インコ30、文鳥10、トカ
ゲ5多数

販売 4074100157 R4.11.2

221 田中　鈴花 COCORO.JP.HOUSE 大川市上白垣497-2 犬45 販売 4074100158 R4.11.29

222 ㈲トライアル ペットアミ大牟田店 大牟田市岬町3番地1
哺乳類(犬、猫、ｳｻｷﾞ､ﾓﾙﾓｯ
ﾄ、ﾊﾑｽﾀｰ、ﾓﾓﾝｶﾞ）鳥類（イ
ンコ）犬20 猫5

販売 4074100159 R4.12.1

223 ㈲トライアル ペットアミ大牟田店 大牟田市岬町3番地1 犬、猫15 保管 4074200097 R4.12.1

224 秋山　耕毅 Le Lien Akiyama 八女市本2913 犬5 販売 4074100079 H29.12.19

225 秋山　耕毅 Le Lien Akiyama 八女市本2913 犬1 保管 4074200098 R4.12.12

226 古賀　由美子 ペットハウス　ルブ 柳川市三橋町藤吉175-28 犬3 販売 4074100160 R4.12.15

227 西岡　宣孝 ｳｴｽﾀﾝﾋﾙｴﾌｴﾑ犬舎 筑後市大字熊野1576-13 犬30 販売 4071100070 H21.9.30

228 西岡　宣孝 ｳｴｽﾀﾝﾋﾙｴﾌｴﾑ犬舎 八女郡広川町大字広川2518－3 犬97、猫3 販売 4071100006 H18.10.13
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