
№ 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 厚東　建信 Ｓｐｌｅｎｄoｒ　Ｄｏｇ 糟屋郡宇美町光正寺3丁目8の7 イヌ(90) 販売 4058100002 H18.6.29

2 石田　恵子 ペットサロン　エブリ・ワン 糟屋郡須恵町須恵1070-2 イヌ(9) 販売 4058100003 H18.7.18

3 石田　恵子 ペットサロン　エブリ・ワン 糟屋郡須恵町須恵1070-2 イヌ(8) 保管 4058200002 H18.7.18

4 石田　恵子 ペットサロン　エブリ・ワン 糟屋郡須恵町須恵1070-2 イヌ(15) 展示 4058500001 H18.7.18

5 左藤　珠代 ランランふぃーるど 糟屋郡粕屋町大隈265-1 イヌ(10) 保管 4058200003 H18.8.2

6 左藤　珠代 ランランふぃーるど 糟屋郡粕屋町大隈265-1 イヌ(10) 訓練 4058400001 H18.8.2

7 清原　強 筑前清原荘 古賀市日吉3丁目26-40 イヌ(4) 販売 4058100006 H18.8.24

8 有限会社ペットハウスドリーム ペットハウスドリーム 　久山店 糟屋郡久山町大字山田1122-1ナフコトリアス久山店内 イヌ(30)、ネコ(7) 販売 4058100009 H18.8.30

9 有限会社ペットハウスドリーム ペットハウスドリーム 　久山店 糟屋郡久山町大字山田1122-1ナフコトリアス久山店内 イヌ(9) 保管 4058200005 H18.8.30

10 西原　章子 NISHIHARA FIELD JP 古賀市舞の里1-18-26 イヌ(2) 販売 4058100008 H18.8.30

11 富本　祐市 ｔｙｐｈｏｏｎ（タイフーン） 糟屋郡粕屋町酒殿１丁目１番８号 イヌ(15) 販売 4058100011 H18.9.7

12 宮﨑　廣美 ペットサロン・ハッピー 糟屋郡志免町向ケ丘1-3-28 イヌ(1)、ネコ(1) 保管 4058200008 H18.10.13

13 ピーツーアンドアソシエイツ株式会社 P2ペットワールド 　トリアス久山店 糟屋郡久山町大字山田1004-1

ハムスター(50)、ウサギ
(10)、フェレット(5)、チンチラ
(3)、デグー(3)、モルモット
(5)、モモンガ(3)、ハリネズミ
(3)、ジリス(2)、インコ(36)、ブ
ンチョウ(5)、カメ(25)、ヘビ
(3)、トカゲ(10)

販売 4058100020 H18.11.1

14 ピーツーアンドアソシエイツ株式会社 P2ペットワールド 　トリアス久山店 糟屋郡久山町大字山田1004-1 イヌ・ネコ(8) 保管 4058200009 H18.11.1
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15 大藤　充代 ＣＡＴＴＥＲＹ　ＳＡＮＸ 糟屋郡篠栗町中央５丁目１６－１３ ネコ(8) 販売 4058100029 H19.4.3

16 石橋　智広 ＤＯＧＳＡＬＯＮ　ＰＥＰＥ（ドッグサロン　ペペ） 糟屋郡粕屋町長者原東１－６－１８ イヌ(18) 保管 4058200014 H19.4.9

17 有限会社ペットの野村 有限会社　ペットの野村　新宮店 糟屋郡新宮町原上丸ノ内１６１５番１
犬（１０）、猫（１０）、うさぎ
（３）、ハムスター（１０）、イン
コ・文鳥他（２０）

販売 4058100030 H19.5.25

18 有限会社ペットの野村 有限会社　ペットの野村　新宮店 糟屋郡新宮町原上丸ノ内１６１５番１ イヌ(9)、ネコ(9) 保管 4058200015 H19.5.25

19 大庭　俊幸 ドッグスクール＆アジリティクラブ　アペックス 糟屋郡須恵町佐谷562-1 イヌ(20) 訓練 4058400003 H19.5.29

20 石堂　隆之 office トゥルース 古賀市谷山348-1 ウサギ(2) 展示 4058500008 H19.6.1

21 大隈　真弓 犬の美容室　しゃんぷーベア 古賀市庄149 イヌ(２) 保管 4058200017 H19.6.1

22 浅田　潮音 ペットサロン　エルフ・シュリット 糟屋郡宇美町貴船1丁目14-24 イヌ(5)、ネコ(1) 保管 4058200018 H19.6.1

23 井佐子　順子 ハニーアンドワイルドハート 糟屋郡須恵町旅石86-219 犬（２） 販売 4058100046 H19.8.9

24 岡　悦子 ドッグアメリカン 糟屋郡宇美町四王寺坂1-29-1 イヌ（８） 保管 4058200024 H19.12.25

25 田沼　淳一 東福岡たぬま動物病院 糟屋郡志免町志免中央4-11-17
イヌ(5)、ネコ(5)、スズメ目
(3)、オウム目(3)

保管 4058200025 H20.4.16

26 高木　都 犬の美容室　DOGｰM’art　 古賀市天神5-1-1 1F イヌ(16)、ネコ(8) 保管 4058200026 H20.5.28

27 陶山　房義 モンシェリーハウス 糟屋郡新宮町原上1455 イヌ(8) 販売 4058100059 H20.8.13

28 田代　理乃 クリス動物病院 糟屋郡宇美町貴船1-18-21 イヌ(2)、ネコ(２) 保管 4058200028 H21.3.2

29 田中　洋子 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｉｌｉｏ　（ドッグサロン　イーリオ） 糟屋郡粕屋町大字仲原2820-3 イヌ(４) 保管 4058200029 H21.3.11
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30 伊地知　さやか Dog　Salon　Cheese 糟屋郡久山町大字山田1466-4 犬（１０） 保管 4058200031 H22.10.1

31 小田　忠明 ドッグトレーニングリード 糟屋郡久山町大字山田712-13 犬（１０） 訓練 4058400008 H23.10.7

32 株式会社ＡＨＢ ペットプラス福岡店 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 イヌ(20)、ﾈｺ(4) 販売 4058100075 H23.11.20

33 株式会社ＡＨＢ ペットプラス福岡店 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 イヌ(20)、ﾈｺ(4) 貸出し 4058300004 H23.11.20

34 イオンペット株式会社 ペテモ　イオンモール福岡店 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1イオンモール福岡内 犬（３６）、猫（６） 保管 4058200034 H24.2.21

35 井浦　智之 ドッグスクール ドッグハウス　Ｄ．Ｄ　 糟屋郡篠栗町尾仲603-4 犬（５） 保管 4058200035 H24.3.30

36 三井　由加利 のび　DOG　SCHOOL 古賀市今の庄1丁目4-1 イヌ（2） 訓練 4058400011 H24.5.28

37 牛島　菜穂子 dog training bowcow 糟屋郡須恵町佐谷562-1アペックス内 イヌ（4） 訓練 4058400012 H24.6.28

38 冨本　美由紀 犬の美容室　かいら 古賀市今の庄1-3-10 イヌ（６） 保管 4058200036 H24.7.25

39 西津　富士子 ペットサロン　やました 糟屋郡須恵町新原302-1 犬（６） 保管 4058200037 H24.8.20

40 バイオパーク株式会社 トリアスふれあい動物園 糟屋郡久山町大字山田991 哺乳類、鳥類、爬虫類 展示 4058500009 H24.10.1

41 (株)BASIC ８０　Ｄｏｇ’ｓ新宮店 糟屋郡新宮町美咲3-1-1 犬（２０）、猫（５） 保管 4058200038 H24.11.7

42 株式会社バイオ ＰＥＴ’Ｓ　ＭＡＸ粕屋店 糟屋郡粕屋町大字仲原2714

イヌ（２４）・ネコ（６）・ウサギ
（１０）・ハムスター（３０）・モ
ルモット（５）・インコ（３０）・文
鳥（１０）・小型フィンチ（２０）・
ミドリガメ（２０）・トカゲ（５）

販売 4058100081 H25.5.17

43 株式会社バイオ ＰＥＴ’Ｓ　ＭＡＸ粕屋店 糟屋郡粕屋町大字仲原2714
イヌ・ネコ（１０）・ｳｻｷﾞ（５）・
鳥（５）

保管 4058200040 H25.5.17

44 幸田　典子 ペットサロンリボン 古賀市天神4丁目19-1 犬（５） 保管 4058200041 H25.12.2
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45 (株)Kazoo 志免ペットクリニック 糟屋郡志免町志免東3-15-3
犬（6）、猫（4）、ｳｻｷﾞ（2）、ﾌｪ
ﾚｯﾄ（2）、ｲﾝｺ（1）

保管 4058200042 H26.3.3

46 岩田　秋子 ドッグサロン　Paw Paw 糟屋郡粕屋町原町4丁目1-16案浦ビル101号 犬（3～４） 保管 4058200043 H26.4.30

47 （株）ｍｏｃａ． 猫Ｃａｆｅ　ＭＯＣＡ 古賀市日吉3-29-7 ネコ（20） 展示 4058500010 H27.3.12

48 株式会社ＡＨＢ ペットプラス福岡店 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 犬（４）、猫（２） 保管 4058200044 H27.4.1

49 三好　要 asiadou 糟屋郡宇美町明神坂３丁目16-7
セマルハコガメ（中国産）（３
０）、アメリカハコガメ（３０）

販売 4058100086 H27.4.13

50 寺田　光徳 ドラゴンゲート犬舎 古賀市薬王寺1852－15 犬（１９） 販売 4058100087 H27.5.14

51 寺田　光徳 ドラゴンゲート犬舎 古賀市薬王寺1852－15 犬 保管 4058200045 H27.5.14

52 松島　美穂 ペットとの生活支援　ゆとりら 古賀市久保568-10 犬・猫・ウサギ 訓練 4058400013 H27.6.9

53 有限会社　トライアル ペットアミ　須恵店 糟屋郡須恵町旅石845-1

犬（１２）、猫（３）、ウサギ
（３）、ハムスター（３０）、イン
コ（３０）、トカゲ（１０）、ヘビ
（３）、リクガメ（１）

販売 4058100089 H27.7.7

54 有限会社　トライアル ペットアミ　須恵店 糟屋郡須恵町旅石845-1 犬、猫、鳥類（インコ等） 保管 4058200048 H27.7.7

55 岡﨑　瑞枝 ペットシッターHANA 古賀市日吉1丁目33-19
犬・猫・うさぎ（１日あたり５
頭）、インコ・文鳥（１日あたり
５羽）

保管 4058200049 H27.7.16

56 稲永　智春 ディ　デルナールージュベルク 糟屋郡志免町王子１－３－１ 犬（１） 販売 4058100092 H27.9.8

57 (有)ユー・エー・エイチ 宇美どうぶつ病院 糟屋郡宇美町平和１丁目2-6 犬(5)、猫(5) 保管 4058200052 H27.11.24
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58 吉武　まな美 グルーミングサロン　Ｍ-wan 糟屋郡宇美町明神坂３丁目７－１ 犬（５） 販売 4058100093 H27.12.10

59 吉武　まな美 グルーミングサロン　Ｍ-wan 糟屋郡宇美町明神坂３丁目７－１ 犬（８） 保管 4058200053 H27.12.10

60 高丸　直美 ドッグハウスＲＡＳＡ 糟屋郡篠栗町篠栗４４４－２ 犬（２６頭） 販売 4058100094 H27.12.22

61 石坂　竜太 しまみけ堂 糟屋郡宇美町若草１丁目２９－２１ 犬、猫（各１０匹） 保管 4058200054 H27.12.22

62 瀬尾　美奈子 Ｗｉｚ・dog Club FUKUOKA 糟屋郡新宮町杜の宮２丁目４－１８ 犬（モデル犬２頭） 訓練 4058400015 H28.2.4

63 白井　ゆかり ANESSA HOUSE 古賀市花見東７丁目9-11 ルネッサンス２１古賀501号
猫：ソマリ３頭、犬：チワワ、
プードル　計４頭

販売 4058100095 H28.2.8

64 有限会社　ワンラブ ワンラブ　カインズ福岡新宮店 糟屋郡新宮町中央駅前２丁目１０番１ 犬２８、猫１１ 販売 4058100096 H28.2.22

65 有限会社　ワンラブ ワンラブ　カインズ福岡新宮店 糟屋郡新宮町中央駅前２丁目１０番１ 犬１２、猫３ 保管 4058200056 H28.2.22

66 株式会社　Ａｚ Ｐｅｔ＆Ａｑｕａ　Ａｚ　福岡新宮店 糟屋郡新宮町中央駅前２丁目１０－１

哺乳類：ﾊﾑｽﾀｰ(100)、ｳｻｷﾞ
(6)、ﾃﾞｸﾞｰ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(3)、ﾌｸ
ﾛｳﾓﾓﾝｶﾞ(2)、ﾁﾝﾁﾗ(2) 
鳥類：ｲﾝｺ類(23)、文鳥(10) 
爬虫類：ﾚｵﾊﾟｰﾄﾞｹﾞｯｺｰ(4)、
水棲ｶﾒ(5)、陸ｶﾞﾒ(2)、ﾄｶｹﾞ
(1)、ﾍﾋﾞ(1)

販売 4058100097 H28.2.23

67 株式会社　Ａｚ Ｐｅｔ＆Ａｑｕａ　Ａｚ　福岡新宮店 糟屋郡新宮町中央駅前２丁目１０－１

哺乳類：ﾊﾑｽﾀｰ、ｳｻｷﾞ、ﾓﾙ
ﾓｯﾄ、ﾁﾝﾁﾗ、ﾃﾞｸﾞｰ、ﾌｸﾛﾓﾓﾝ
ｶﾞ、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ 
鳥類：文鳥、ｲﾝｺ 
爬虫類：ﾚｵﾊﾟｰﾄﾞｹﾞｯｺｰ、ﾌﾄｱ
ｺﾞﾋｹﾞﾄｶｹﾞ

保管 4058200057 H28.2.23

68 磨田　薫 Cafe Gatto　カフェ　ガット 古賀市新原５２６ ねこ（４０） 展示 4058500012 H28.3.8

69 株式会社　L&V リヴ動物病院 糟屋郡須恵町旅石５２－２ 犬（９）、猫（８） 保管 4058200059 H28.3.11
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70 牛嶋一芳 ドッグサロン　kiki 糟屋郡志免町向ケ丘1丁目４－３ 犬（９） 販売 4058100098 H28.6.16

71 牛嶋一芳 ドッグサロン　kiki 糟屋郡志免町向ケ丘1丁目４－３ 犬（９） 保管 4058200060 H28.6.16

72 岩城亜紀 カリーナバンビ 糟屋郡新宮町原上1563-7 犬（１４） 販売 4058100099 H28.10.14

73 井浦　智之 ドッグスクール ドッグハウス　Ｄ．Ｄ　 糟屋郡篠栗町尾仲603-4 犬（５） 訓練 4058400016 H28.10.27

74 田中　明子 キャッテリー　Ｒｉｎ 糟屋郡宇美町ひばりが丘２丁目６－２２ 猫（１９） 販売 4058100100 H29.5.8

75 株式会社　素盞嗚
動物総合病院ミアベッツ．高
度医療動物外科センター

糟屋郡志免町向ケ丘２丁目２４番１号 犬・猫（１０） 保管 4058200064 H29.8.15

76 白谷　恵美子 ワンプー　ＣＯＣＯＲＯ 古賀市美明２丁目２７－１４ 犬（８） 販売 4058100101 H29.12.6

77 白谷　恵美子 ワンプー　ＣＯＣＯＲＯ 古賀市美明２丁目２７－１４ 犬（１） 保管 4058200066 H29.12.6

78 宮武　倫子 ｍｅｅｃｈｉ 古賀市花見東４－６－２９
チンチラ（２）、ミーアキャット
（２）

販売 4058100102 H30.1.12

79 株式会社ハートランドパーク いぬのケアハウス　シェリーFukuoka 糟屋郡新宮町原上1733－1 犬（３０） 保管 4058200067 H30.4.11

80 株式会社ハートランドパーク いぬのケアハウス　シェリーFukuoka 糟屋郡新宮町原上1733－1 犬（３０） 譲受 4058600003 H30.4.11

81 国崎　由美子 エキゾチックアニマル　かかし 糟屋郡志免町東公園台２丁目２０－３
フクロモモンガ（３０）、ウサギ
（３）、トカゲ（３０）

販売 4058100105 H30.5.10

82 今村　一宏 No.8（ナンバーエイト） 糟屋郡粕屋町原町５丁目１１－１１ 犬３ 販売 4058100106 H30.5.24

83 有限会社サンスイ Romeo.Lue petsalon&hotel 糟屋郡志免町御手洗2丁目１１－１５－A 犬（１） 販売 4058100108 H30.9.20

84 有限会社サンスイ Romeo.Lue petsalon&hotel 糟屋郡志免町御手洗2丁目１１－１５－A 犬（８）、猫（１） 保管 4058200068 H30.9.20

85 有限会社サンスイ Romeo.Lue petsalon&hotel 糟屋郡志免町御手洗2丁目１１－１５－A 犬（１） 展示 4058500013 H30.9.20
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86 中村沙織 Dog care Muu 古賀市天神7丁目16-27 犬（５）、猫（２） 保管 4058200069 H30.9.20

87 中村沙織 Dog care Muu 古賀市天神7丁目16-27 犬（５） 訓練 4058400017 H30.9.20

88 西津　富士子 ペットサロン　やました 糟屋郡須恵町新原302-1 犬１、猫１ 販売 4058100109 H30.11.26

89 天本俊輔 Ｄ－ＧＡＲＤＥＮ 古賀市今の庄2丁目24-24 犬（２） 販売 4058100110 H31.3.7

90 藤井奈津子 Pet's Life Support BASE 糟屋郡新宮町下府4丁目6-27 犬 保管 4058200070 H31.3.12

91 市野　聖子 みぞかもん 糟屋郡須恵町新原423番10号 犬２ 販売 4058100111 R1.5.31

92 大田　沙月 ペットシッター　n.a.p. 糟屋郡新宮町原上1703-1-401 犬（５）、猫（５）、ウサギ（５） 保管 4058200071 R1.6.25

93 山田智子 Jetaime 古賀市舞の里1－19－12 フクロモモンガ 販売 4058100112 R1.7.19

94 東元　亜沙子 ペットサロン　ＡＳＡＫＯ 古賀市花見東１－１－１ 犬（８）、猫（２） 保管 4058200072 R1.9.13

95 久保田　祥子 titi（ティティ） 糟屋郡須恵町植木８５６－３ 犬（３） 販売 4058100113 R1.9.18

96 株式会社立石 ドッグサロン　ＫＵＫＵＮＡ 糟屋郡志免町志免中央４丁目７－３１ 犬１６頭 保管 4058200073 R1.9.19

97 髙山　美由紀 Schon Schnee 糟屋郡宇美町神武原２丁目６番３号 犬（３） 販売 4058100114 R1.9.20

98 坂本　浩海 Siguσ（シグマ） 古賀市筵内351-3

シマリス（１）、ハムスター
(10)、マウス(30)、ラット
（30）、ボールパイソン(10)、
コーンスネーク（10）、カー
ペットパイソン（5）、カリキン
（5）

販売 4058100115 R1.11.13

99 田中　雅之 バリエンテス犬舎 糟屋郡久山町大字山田680－1 犬（１） 販売 4058100116 R1.12.4
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100 橘田　香 affetto 糟屋郡新宮町原上465－3 犬１ 訓練 4058400018 R1.12.12

101 因幡　偉 MAKE-Uｐ 古賀市青柳822－2 犬１５ 販売 4058100117 R2.1.27

102 中濵　梨奈 なこ屋 古賀市天神6－25－26

ヒョウモンカゲモドキ、クレス
テッドゲッコー、ガーゴイル
ゲッコー、ヤモリ科（総数100
頭）

販売 4058100118 R2.2.10

103 髙橋　理雄 クレイジーテール 糟屋郡久山町久原3555－28 犬15匹 訓練 4058400019 R2.2.25

104 山手　裕子 Carino&Bello 糟屋郡志免町片峰中央２－８－３ 犬、猫 販売 4058100119 R2.4.10

105 阿比留　健太 Petits　Ani（プティーズ　アニ） 古賀市新原９９０番地１ チンチラ 販売 4058100120 R2.4.17

106 株式会社Coo&RIKU東日本 ペットショップCoo&RIKU福岡古賀店 古賀市花見東１－１０－１２ 犬４０頭、猫１０頭 販売 4058100121 R2.4.24

107 株式会社Coo&RIKU東日本 ペットショップCoo&RIKU福岡古賀店 古賀市花見東１－１０－１２ 犬４０頭、猫１０頭 保管 4058200074 R2.4.24

108 株式会社Coo&RIKU東日本 ペットショップCoo&RIKU福岡古賀店 古賀市花見東１－１０－１２ 犬４０頭、猫１０頭 展示 4058500014 R2.4.24

109 松下　沙由里 Ｒａｌｌｙ　Ｂｉｒｄ（ラリーバード） 糟屋郡宇美町神武原３－１５－４ ウロコインコ（１０羽） 販売 4058100122 R2.5.26

110 山口　志保 トリミングＣＯＣＯ（ココ） 糟屋郡新宮町新宮東１－１６－１８ピュアロイアルⅡ１０５号 犬、猫 保管 4058200075 R2.6.11

111 小野　洋子 福岡老犬介護ホーム「Ａｚｕｌ」 古賀市青柳町２８２ 犬（５頭） 保管 4058200076 R2.7.29

112 小野　洋子 福岡老犬介護ホーム「Ａｚｕｌ」 古賀市青柳町２８２ 犬（５頭） 譲受 4058600004 R2.7.29

113 中村　愛己 中村 糟屋郡須恵町新原３６４－３３ 猫（３） 販売 4058100123 R3.1.25
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114 磨田　薫 Cafe Gatto　カフェ　ガット 古賀市新原５２６ 猫（４０） 譲受 4058600005 R3.3.8

115 株式会社ウィング ビバペッツ福岡東店 糟屋郡志免町別府北２丁目１５－２スーパービバホーム福岡東店内 犬（８）、猫（２） 販売 4058100124 R3.3.17

116 株式会社ウィング ビバペッツ福岡東店 糟屋郡志免町別府北２丁目１５－２スーパービバホーム福岡東店内 犬（６）、猫（３） 保管 4058200077 R3.3.17

117 川口　和樹 Ｆｌｕｆｆｙ　Ｔａｉｌｓ 糟屋郡篠栗町若杉１０６４－４ 犬（４）、猫（２２） 販売 4058100125 R3.3.29

118 川口　和樹 Ｆｌｕｆｆｙ　Ｔａｉｌｓ 糟屋郡篠栗町若杉１０６４－４ 犬（６）、猫（３） 保管 4058200078 R3.3.29

119 因　智美 ドッグスクール　ルーティン 糟屋郡粕屋町江辻４６－２ 犬（１） 保管 4058200079 R3.4.7

120 因　智美 ドッグスクール　ルーティン 糟屋郡粕屋町江辻４６－２ 犬（２） 訓練 4058400020 R3.4.7

121 藤中　久美子 ミニオンリーハウス 古賀市天神７－７－２８ 犬（２） 販売 4058100126 R3.4.30

122 西内　里佳 トリミング　ママ　にしうち 古賀市千鳥６丁目１６－７－１０１ 犬・猫（１） 保管 4058200080 R3.5.10

123 杉本　愛 ｃｏｃｏ　ｈｏｕｓｅ 糟屋郡志免町桜丘１－３６－２ 犬（５） 販売 4058100127 R3.9.2

124 山上　緋南子 chu chinchilla 糟屋郡宇美町貴船４－１８－１８ げっ歯類（チンチラ）１０頭 販売 4058100128 R3.9.24

125 山上　緋南子 chu chinchilla 糟屋郡宇美町貴船４－１８－１８ 哺乳類 保管 4058200081 R3.9.24

126 吉田　千果 ホワイト・ポイント 糟屋郡粕屋町甲仲原４丁目１－１ 犬（５３） 販売 4058100129 R3.10.4

127 木村　朋子 Amigo 糟屋郡宇美町貴船１－１２－４ 犬（７） 販売 4058100130 R3.11.25

128 有限会社サポート ドッグケアステーションHORIZON 糟屋郡須恵町上須惠４１－７ 犬（２０） 保管 4058200082 R3.12.24

129 野田　陽一 ウィズ　ファミリー 糟屋郡宇美町原田２丁目２－２３ 犬（７） 販売 4058100131 R4.2.16
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130 松尾　純子 ペットシッター・Run 糟屋郡篠栗町金出３４６８－１ 犬、猫 保管 4058200083 R4.2.21

131 株式会社anifare 福岡リコンディショニングセンター 糟屋郡須恵町須恵９７３－１ 犬（５２） 販売 4058100132 R4.2.25

132 中村　清二 中村動物病院 糟屋郡篠栗町津波黒６５－３ 猫・犬（１０） 保管 4058200084 R4.4.7

133 RIO株式会社 いぬカフェRIO　イオンモール福岡店 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１ 犬（２１） 展示 4058500015 R4.4.28

134 田端　由美 HOUSE　BOO 糟屋郡久山町久原３５５９－１８ 犬（４） 販売 4058100133 R4.5.2

135 久野　幸子 ペットサロンBOO 糟屋郡篠栗町中央６丁目７－１ 犬・猫（７） 保管 4058200085 R4.5.12

136 竹村　洋二 ファースト　コンタクト　アニマル 仲原１－１０－３
ウサギ・モルモット等（５）、イ
ンコ（６）、カメ・トカゲ（１０）

販売 4058100134 R4.5.27

137 奥村　文香 S FAMIRY RUM KING SAID 23 糟屋郡粕屋町酒殿３丁目５－２７ 犬（４） 販売 4058100135 R4.8.3

138 後藤　康宏 ハナマル 糟屋郡粕屋町若宮２－７－１０
鳥類（キンカチョウ、ベニスズ
メ等）１６羽

販売 4058100136 R4.9.12

139 後藤　康宏 ハナマル 糟屋郡粕屋町若宮２－７－１０ 犬（６） 保管 4058200086 R4.9.12

140 迫　まどか tortuga meer 古賀市青柳町２３７－５ 犬（５） 販売 4058100137 R4.10.3

141 迫　まどか tortuga meer 古賀市青柳町２３７－５ 犬（１） 保管 4058200087 R4.10.3

142 株式会社山博物流 ペットケアわんにゃんプラス 古賀市小竹２１５－７
ホテル：犬（９）、ペットシッ
ター：犬、猫、小動物

保管 4058200088 R4.10.19

143 株式会社Felice Pet Clinic Felice Pet Clinic 糟屋郡篠栗町尾仲４２６－１－１ 犬（４）、猫（４） 保管 4058200089 R4.10.21
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