
№ 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 内田　守一 犀川内田荘 京都郡みやこ町犀川大熊１０４８－１ 犬（７） 販売 4075100005 H18.8.21

2 植村　美子 ドッグハウスウエムラ 京都郡みやこ町犀川大坂１７３８－２４ 犬（１８） 販売 4075100007 H18.8.23

3 植村　美子 ドッグハウスウエムラ 京都郡みやこ町犀川大坂１７３８－２４ 犬（２） 保管 4075200048 H23.8.23

4 勝野　敏博 九州勝野荘 行橋市北泉４丁目１－１４ 犬（４） 販売 4075100009 H18.8.28

5 中村　文江 ドッグサロンキララ 行橋市草野２－３ 犬（５） 保管 4075200006 H18.11.13

6 川上実世子 リトルPOPO 行橋市寺畔１６９－３ 犬（６） 保管 4075200007 H18.12.1

7 守口　正美 いぬの美容室ちゃあみい 築上郡吉富町小犬丸１１－１ 犬（３） 保管 4075200008 H18.11.20

8 武藤　正信 BobbyMAN Jr. CLUB 築上郡築上町臼田４６５－１ 犬（１０） 販売 4075100015 H18.12.4

9 工藤　政之 行橋パロットクラブ 行橋市北泉３丁目７番１３号 オウム(50) カナリヤ(50) 販売 4075100018 H18.12.13

10 相本　律子 犬のとこやさん 豊前市大字四郎丸２０４５－１０ 犬（５） 保管 4075200010 H18.3.26

11 山田　精一 ペットハウスプラスワン 豊前市大字三毛門１０６２－１ 犬（６） 販売 4075100021 H19.4.20

12 山田　精一 ペットハウスプラスワン 豊前市大字三毛門１０６２－１ 犬（６） 保管 4075200012 H19.4.20

13 鬼島　三枝子 周防警察犬訓練所 築上郡築上町船迫３２２－２ 犬（２３） 保管 4075200013 H19.4.27

14 鬼島　三枝子 周防警察犬訓練所 築上郡築上町船迫３２２－２ 犬（２３） 訓練 4075400001 H19.4.27

第一種動物取扱業者情報一覧

京築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 鞠河　裕三子 鞠河 行橋市行事７丁目３２－４ 犬（４）、猫（２） 販売 4075100023 H19.5.22

16 財津　真 ペットハウス P&F 行橋市泉中央３－４－５ 犬（５）、猫（５） 保管 4075200014 H19.5.8

17 （有）コロ （有）コロ 行橋市長木２８４－１ 犬（２） 保管 4075200021 H19.6.1

18 増居　るり子 ドッグランドクラブ 京都郡みやこ町田中６３５－４ 犬（２０） 販売 4075100029 H19.5.30

19 副島　裕子
そえじまゆうこペットクリニッ
ク

築上郡築上町椎田１０１０－３
犬（４）、猫（４）、ウサギ、フェ
レット

保管 4075200022 H19.5.29

20 桂口　美香 MELROSE 京都郡苅田町光国３６８０－１ 犬（３０） 販売 4075100033 H19.6.1

21 桂口　美香 MELROSE 京都郡苅田町光国３６８０－1 犬 保管 4075200030 H20.7.10

22 大谷　千里 オオタニ動物病院 築上郡吉富町大字土屋１９１－１ 犬（５）、猫（５） 保管 4075200024 H19.6.1

23 佐藤　滋洋 愛犬牧場グリーンランド 築上郡築上町大字広末１０３５－４ 犬（５０）、猫（１０） 販売 4075100037 H19.6.1

24 金川　英樹 Ｗａｎ　Ｌｉｆｅ 京都郡苅田町新津６３１－９
犬（0）※出張訓練　飼養施
設無

訓練 4075400004 H20.3.3

25 古賀　正人 こが動物病院 京都郡苅田町神田町２－２４－１４
犬、ねこ、フェレット、ウサ
ギ、ハムスター、モルモット、
チンチラ

保管 4075200031 H20.11.25

26 原田　さおり ドックラン　ぴんきーハウス 築上郡上毛町東下７７５－１ 犬（１９） 販売 4075100090 H27.5.18

27 原田　さおり ドックラン　ぴんきーハウス 築上郡上毛町東下７７５－１ 犬（１０） 保管 4075200037 H22.3.23
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28 迫田　和憲
ワンちゃんの床屋　ぶー　
びぃー

築上郡築上町宇留津４３９－８ 犬（２） 保管 4075200038 H22.4.5

29 村山　真知子 原田動物病院 行橋市門樋町７－１５ 犬（５）、猫（５） 保管 4075200039 H22.4.14

30 鈴木　牧子 ドックサロン　ボンズ 豊前市赤熊１０２７－４３ 犬 保管 4075200041 H22.10.8

31 貴戸　和久 龍魚館 行橋市道場寺１４７４－８－１０２
カメ、トカゲ、ワニ（１）、ヘビ
（５）

販売 4075100063 H22.12.27

32 ㈱わんわんハウス わんわんハウス行橋店 行橋市北泉3丁目１－４０ 犬（２） 販売 4075100064 H23.1.21

33 ㈱わんわんハウス わんわんハウス行橋店 行橋市北泉3丁目１－４０ 犬、猫（６～９） 保管 4075200044 H23.1.21

34 青木　敢二 World-Trade-Kyusyu 京都郡苅田町与原９４３
フェネック（50）、トカゲ（10）、
カメ（10）、ワニ（１５）、ヘビ
（２０）

販売 4075100068 H23.4.11

35 長岡　敦子 red spinel dogs 豊前市八屋１６９２－９ 犬（2） 販売 4075100070 H23.11.16

36 長岡　敦子 red spinel dogs 豊前市八屋１６９２－９ 犬（１６） 保管 4075200050 H24.3.26

37 園田　俊一 マイ　リトル　ペット　アム 豊前市久路土１２４５－１ 犬（7） 販売 4075100071 H23.11.18

38 園田　俊一 マイ　リトル　ペット　アム 豊前市久路土１２４５－１ 犬（7） 保管 4075200049 H23.11.18

39 松尾　加奈子 dog salon cocoro 築上郡上毛町上唐原１９３９－１０ 犬 保管 4075200050 H24.4.24

40 加来　潤美 Ravissant'Bel 築上郡築上町大字下別府１６８２－２ 猫（２） 販売 4075100076 H25.1.15
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41 大谷　勝之 オオタニ動物病院 築上郡吉富町土屋１９１－１ 犬（５） 販売 4075100081 H25.9.25

42 富永　淳 T-bird conure 行橋市道場寺１４３９－１１１ 鳥（１００） 販売 4075100083 H25.11.15

43 高尾　晶子 ricebirds park 行橋市大字前田１９８０－１２９ 文鳥（１０） 販売 4075100084 H26.3.3

44 （有）CREA pet stage CREA 行橋市北泉3丁目４－２ 犬（１０）、猫（２） 保管 4075200055 H26.4.10

45 赤松　直希 トリミングハウス　じぐざぐ 築上郡築上町上別府１１３４－１ 犬（６） 保管 4075200056 H26.10.2

46 香坂　眞由美 Cradle 行橋市泉中央1丁目１－３５ 猫（８） 販売 4075100087 H26.11.6

47 中田　吉史 APU　APU 行橋市大字寺畔４８７－３ 犬・猫（２２） 保管 4075200057 H26.12.11

48 廣津　俊明 ドッグハウス翔 築上郡上毛町大字東下７６９－１ 犬（１３０） 販売 4075100088 H26.12.24

49 森　恵美 Dog Salon Nico 京都郡みやこ町国分１５７８ 犬（５） 保管 4075200058 H27.4.3

50 熊川　知 Dog Salon Le・Lien 京都郡みやこ町勝山黒田６１５－３ 犬(10) 保管 4075200060 H27.5.25

51 友永　聖子 トリミングサロン　CHAMP 行橋市西宮市1丁目１３－２４ 犬・猫（６） 保管 4075200061 H27.10.23

52 上間　俊輔 よつば動物医療センター 行橋市西宮市4丁目１－４８
犬（６）猫（４）ウサギ（２）ハム
スター（２）

保管 4075200064 H28.4.26

53 新井　正彦 ぐりんはーと 築上郡築上町大字湊６１４－１
犬（0）※出張訓練　飼養施
設無

保管 4075200065 H28.9.29

54 原田　美樹 京都郡みやこ町勝山大久保１９５５ 犬（１０） 販売 4075100093 H29.1.19
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55 早田　志乃 おうちドッグサロン　Pretty 行橋市大字今井１３４６－５ 犬（３） 保管 4075200066 H29.2.22

56 永田　奈々恵 ペットサロン　COCONA 豊前市吉木３９６－８ 犬（３） 保管 4075200067 H29.3.30

57 杉本　浩之 福岡杉本荘 京都郡みやこ町下原５５７ 犬（６） 販売 4075100096 H29.7.19

58 本多　伸行 plus one 行橋市高来３５０－１ 犬、猫 保管 4075200068 H29.7.25

59 本多　伸行 plus one 行橋市高来３５０－１
犬（0）※出張訓練　飼養施
設無

訓練 4075400008 H29.7.25

60 野村　健哉 one day
行橋市行事3丁目２８－６０プラザ行橋
ビル１F

犬、猫 保管 4075200070 H29.10.23

61 花房　冴子 はなふさ動物病院 京都郡苅田町集２３８６－４
犬、猫、ウサギ、ハムス
ター、モルモット、インコ、オ
ウム

保管 4075200071 H30.2.5

62 種生　芳見 カメのたね 行橋市行事８－４－３１ カメ（１００） 販売 4075100097 H30.3.14

63 牛原　重輝
ペットハウス　にゃんにゃん・
ぶぅ

行橋市道場寺９０９－３ 犬・猫（１０） 販売 4075100098 H30.3.19

64 矢頭　和則 はなみずき 築上郡吉富町広津７６４ カナリア（３０） 販売 4075100099 H30.5.8

65 大濱　知子 トリミングハウスParufe 行橋市金屋４０５－６２ 犬（３） 保管 4075200072 H30.6.1

66 村上　美津子 行橋市南大橋３－３－１２ フェネック、スナネコ 販売 4075100100 H30.7.5

67 福嶋　加代子 K-2　Fun 行橋市上津熊１７７－１１ 犬 保管 4075200073 H30.11.12

68 川内　美紀 ドッグサロンruna 行橋市南泉３－２７－１ 犬 保管 4075200074 H30.12.17
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69 松蔭　千秋 T＆Cアダムとレオン 京都郡苅田町稲光１３３３－１ 犬 販売 4075100101 H30.12.19

70 松蔭　千秋 T＆Cアダムとレオン 京都郡苅田町稲光１３３３－１ 犬 保管 4075200075 H30.12.19

71 原　和幸 光築上原荘 築上郡築上町宇留津７３３ 犬（１０） 販売 4075100102 H31.2.4

72 枝光　純平 ドッグサロンさんぽ 豊前市恒富８５－１－２ 犬（４） 保管 4075200076 H31.2.27

73 五嶋　直子 Dog Salon Choco 行橋市大橋2丁目１５－５２ 犬（２） 保管 4075200077 R1.11.21

74 長野　功 長野荘 京都郡みやこ町犀川続命院２３７－１ 犬（４） 販売 4075100103 R1.12.3

75 川上　高生 豊津川上荘 京都郡みやこ町田中６９４－１ 犬（5） 販売 4075100104 R2.1.20

76 松尾　秀晴 上毛パロットクラブ 築上郡上毛町東下４６０－２ 鳥（１００） 販売 4075100105 R2.3.11

77 相本　拓馬 Peaky's Kennel 築上郡築上町越路８２４－１ 犬（５） 販売 4075100106 R2.3.27

78 華山　悠 駄菓子屋　トカゲのおっさん 京都郡苅田町富久町2丁目２０－２８ トカゲ（１６） 販売 4075100108 R2.4.16

79 牛原　彩
ペットハウス　にゃんにゃん・
ぶぅ

行橋市高瀬１１９－２ 猫（１５） 販売 4075100109 R2.4.23

80 カラーズ株式会社 ORANGE　DOG 豊前市岸井１８０ 犬猫（２０） 販売 4075100110 R2.8.5

81 カラーズ株式会社 ORANGE　DOG 豊前市岸井１８０ 犬猫（２０） 貸出 4075300002 R2.8.5

82 カラーズ株式会社 ORANGE　DOG 豊前市岸井１８０ 犬猫（２０） 保管 4075200079 R2.8.5

6



№ 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

京築保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

83 植村　幸久 うえむら動物病院 京都郡みやこ町国分８１９ 犬（３） 保管 4075200080 R2.10.27

84 中野　里咲 Bonn grain 行橋市吉国１６４－６ 犬猫（１５） 保管 4075200081 R2.10.23

85 小田　知己
わんわんカットクラブチャイ
ルド

京都郡苅田町堤２９８７－４ 犬猫（９） 保管 4075200082 R3.2.12

86 小宮　知帆子 長村獣医科病院 京都郡苅田町京町2丁目２３－１６ 犬猫（１０） 保管 4075200083 R3.3.12

87 石丸　奈美 moco moco 築上郡吉富町別府４７９－２ 犬（３） 保管 4075200084 R3.4.2

88 小松　剛 ワールドトレードイン九州 行橋市南大橋３－３－１２
フェネック
（40）

販売 4075100111 R3.4.2

89 藤山　千枝 ドッグサロンglicineグリチネ 京都郡苅田町幸町１－９ 犬（2） 保管 4075200085 R3.8.26

90 金附　式武 アニマルショップ福 京都郡みやこ町犀川内垣６８２－１
モモンガ、ハリネズミ、ミーア
キャット、チンチラ、鳥類、爬
虫類

販売 4075100112 R3.9.3

91 南　利恵 bobos 行橋市西泉2丁目２０－１１
犬
（スタンダードプードル２）

販売 4075100114 R3.9.9

92 田原　和枝 トリミングハウスなかよし 行橋市今井３６２８-４ 犬（2）猫（１） 保管 4075200086 R3.12.10

93 川上　実世子 リトルPOPO 行橋市寺畔１６９－２ 犬（２０、うち繁殖犬１５） 販売 4075100115 R3.12.1

94 カラーズ株式会社 ＯＲＡＮＧＥ　ＤＯＧ行橋店 行橋市西宮市３丁目８-１ 犬猫（１５） 販売 4075100116 R3.12.17

95 カラーズ株式会社 ＯＲＡＮＧＥ　ＤＯＧ行橋店 行橋市西宮市３丁目８-１ 犬（2） 保管 4075200087 R3.12.17
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96 戸丸　葉子 犬のおうち 豊前市山内１５４４-１ 犬（10） 販売 4075100117 R4.1.18

97 副島　裕子
そえじまゆうこペットクリニッ
ク

築上町椎田1010-3 猫（10） 展示 4075500005 R4.2.7

98 林野　美香 ドッグサロンwan wan 吉富町大字土屋１９１-１ 犬（3） 保管 4075200088 R4.3.3

99 伊藤　晴美 わんCHANCE
京都郡苅田町新津3-2-11グレース
ヴィラ小波瀬

犬（2）猫（1） 販売 4075100118 R4.4.26

100 伊藤　晴美 わんCHANCE
京都郡苅田町新津3-2-11グレース
ヴィラ小波瀬

犬（2） 保管 4075200089 R4.4.26

101
株式会社Coo＆RIKU東
日本

ペットショップCoo＆RIKU
行橋店

行橋市西泉６丁目５-１ 犬（37） 販売 4075100119 R4.4.27

102
株式会社Coo＆RIKU東
日本

ペットショップCoo＆RIKU
行橋店

行橋市西泉６丁目５-１ 犬猫（21） 保管 4075200090 R4.4.27

103 吉田　雅彦 いぬねっと・ぷらざ みやこ町上坂74 犬（5） 保管 4075000091 R4.5.26

104 奥　美香子 シーサイドわんわん 行橋市長井１５０－９ 犬（6） 保管 4075200092 R4.8.2

105 廣津　俊明 ドッグハウス翔 築上郡上毛町大字東下７６９－１ 犬（6） 保管 4075200093 R4.8.2

106 西山　和吉 Dear Dog 豊前市大字岸井１８２-１ 犬（7） 販売 4075100120 R4.9.26
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