
№ 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 江崎　廣次 全日本コーポレーション 大野城市御笠川５－１１－１９
ﾊﾑｽﾀｰ(20)ｲﾝｺ(10)ｵｳﾑ（5）ｶﾒ
(50)ﾍﾋﾞ(10)ﾄｶｹﾞ(10)

販売 4059100001 H18.7.12

2 川口美佐子 ＬＯＨＥＮＧＲＩＮ犬舎 春日市春日６丁目１２２－２ 犬（３） 販売 4059100005 H18.7.24

3
株式会社　こんぱにお
んあにまるず

株式会社　こんぱにおんあ
にまるず　福岡店

春日市小倉６－１７ 鳥(70) 販売 4059100008 H18.8.8

4
株式会社　こんぱにお
んあにまるず

株式会社　こんぱにおんあ
にまるず　福岡店

春日市小倉６－１７ 鳥(70) 保管 4059200001 H18.8.8

5 百武　弘志 猿芸道場 太宰府市宰府３－８－２８－１０２ ﾆﾎﾝｻﾞﾙ(2) 展示 4059500001 H18.8.10

6 村上　良子 Ｔｗｉｎ’ｓ　Ｒｏｏｍ 筑紫野市原田６丁目１０－１０―Ａ 犬(４) 保管 4059200003 H18.8.31

7 福住　哲見 ブゥービーCat 筑紫野市吉木１００８－１０ 猫(4) 販売 4059100016 H18.9.11

8
有限会社　エーエム
シー

動物医療センター春日 春日市原町一丁目９２番地
犬(20)ねこ(20)ｳｻｷﾞ(5)ﾌｪﾚｯﾄ
(5)ﾘｽ他(5)鳥（5）

保管 4059200007 H18.9.27

9
ピーツーアンドアソシエ
イツ株式会社

ペットパークＰ２太宰府店 太宰府市向佐野1丁目１０－１７

ウサギ（8）フェレット（3）ハムスター
（20）モモンガ（5）デグー（5）ハリネ
ズミ（5）モルモット(5)チンチラ（3）オ
カメインコ（10）セキセイインコ（25）
ボタンインコ（10）フインチ（10）中型
インコ（3）大型インコ（3）ヘビ（5）ト
カゲ（5）陸ガメ（5）水槽ガメ（20）

販売 4059100027 H18.11.15

10
ピーツーアンドアソシエ
イツ株式会社

ペットパークＰ２太宰府店 太宰府市向佐野1丁目１０－１７ 犬(2) 猫(2) 保管 4059200012 H18.11.15

11 樋江井 準子 ＳＭＩＬＹ ＴＡＩＬ 筑紫野市天拝坂３丁目１－３４ 犬(4) 販売 4059100031 H19.1.30

12 成田　祐子 春日ペットショップ 春日市紅葉ヶ丘西１丁目３０ 犬(15) 販売 4059100034 H19.2.14

第一種動物取扱業者情報一覧

筑紫保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

1



№ 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

筑紫保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

13 成田　祐子 春日ペットショップ 春日市紅葉ヶ丘西１丁目３０ 犬(15) 保管 4059200015 H19.2.14

14 前田　和広 ペット ばうばう 春日市須玖北８丁目９３番地 犬(30) 販売 4059100046 H19.3.30

15 中野　信子 ペットハウス グッドホープ
大野城市南ヶ丘３丁目２－２２ 手塚ビ
ル１０２号

犬(9) 販売 4059100049 H19.4.12

16 中野　信子 ペットハウス グッドホープ
大野城市南ヶ丘３丁目２－２２ 手塚ビ
ル１０２号

犬(9) 保管 4059200022 H19.4.12

17 行武　孝人 ペット ファミリー 春日市須玖北３－１１０
ｾｷｾｲｲﾝｺ､十姉妹､文鳥、ｶﾅ
ﾘﾔ等(50～60)

販売 4059100051 H19.4.26

18 白水　高司 白水警察犬訓練学校 大野城市中１－１６－１ 犬(10) 保管 4059200029 H19.5.23

19 白水　高司 白水警察犬訓練学校 大野城市中１－１６－１ 犬(10) 訓練 4059400004 H19.5.23

20 林　里美 ドッグクラブ　チェリッシュ 筑紫野市石崎３丁目２２－４５ 犬(3) 訓練 4059400005 H19.5.25

21 原田　照美 ペットサロン　ピュアドール 太宰府市長浦台３－１１－２ 犬(12) 販売 4059100069 H19.5.29

22 原田　照美 ペットサロン　ピュアドール 太宰府市長浦台３－１１－２ 犬(5) 保管 4059200036 H19.5.29

23 石原　葉子 グリーンウィル 筑紫野市山口２９３０ 犬(10) 訓練 4059400006 H19.5.30

24 撰田　節男 せんだ警察犬家庭犬訓練所 那珂川市後野９３７－６ 犬(25) 販売 4059100072 H19.5.31

25 有限会社　Ｄ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ
ＭＩＬＫ　ＤＯＧ’Ｓ　那珂川本
店

那珂川市片縄北４－２－１（１F) 犬・猫(6) 販売 4059100074 H19.5.31

26
株式会社グリーンハー
ト

株式会社グリーンハート 筑紫野市杉塚五丁目１３番６号 犬(15) 販売 4059100075 H19.5.31
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27 撰田　節男 せんだ警察犬家庭犬訓練所 那珂川市後野９３７－６ 犬(35) 保管 4059200038 H19.5.31

28 有限会社　Ｄ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ
ＭＩＬＫ　ＤＯＧ’Ｓ　那珂川本
店

那珂川市片縄北４－２－１（１F)
犬(10)

ねこ(10)
保管 4059200040 H19.5.31

29
株式会社グリーンハー
ト

株式会社グリーンハート 筑紫野市杉塚五丁目１３番６号 犬(50) 保管 4059200041 H19.5.31

30 板付　雅章 板付動物病院 太宰府市通古賀２－３－１０ 犬(3) 保管 4059200043 H19.5.31

31 撰田　節男 せんだ警察犬家庭犬訓練所 那珂川市後野９３７－６ 犬(35) 訓練 4059400007 H19.5.31

32
株式会社グリーンハー
ト

株式会社グリーンハート 筑紫野市杉塚五丁目１３番６号 犬(10) 訓練 4059400008 H19.5.31

33 前田　正嗣 パティドール 太宰府市青山４丁目１２－６ 犬(７） 販売 4059100083 H19.6.1

34 加留部　幸二 カルビケン 春日市上白水７－１４ 犬(5） 保管 4059200048 H19.6.5

35 株式会社　ペテック
五条ペット Ｍｒ．Ｍａｘ筑紫野
店

筑紫野市大字原田８３６－２０ 犬(2） 販売 4059100093 H19.7.4

36 株式会社　ペテック
五条ペット Ｍｒ．Ｍａｘ筑紫野
店

筑紫野市大字原田８３６－２０ 犬(6)　ねこ(3) 保管 4059200053 H19.7.4

37 立川　節子 ピース・ドッグ 筑紫野市永岡９４８－１ 犬(12） 保管 4059200058 H19.8.7

38 古賀　貞実 シャルム ドッグ ガーデン 筑紫野市萩原４９１ 犬(96） 販売 4059100105 H20.2.12
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39 株式会社アシュラン 株式会社アシュラン 大野城市上大利５丁目２１－１

ｵｶﾒｲﾝｺ(100)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(112)、ｼﾞｭ
ｳｼﾏﾂ(74）、ｳｽﾕｷﾊﾞﾄ(103)、ｳｽﾞﾗ
(30)､ﾁｬﾎﾞ(10)､文鳥(10)､ｳﾛｺｲﾝｺ
(10)､ｵｼﾄﾞﾘ(6)､ｵｷﾅｲﾝｺ(1)､ﾍﾞﾆｺﾝｺﾞ
ｳｲﾝｺ(1)､ﾓﾓｲﾛｲﾝｺ(1)、ﾃﾝｼﾞﾜﾊﾞﾀﾝ
（1）、ﾒﾝﾌｸﾛｳ（1）、ｳﾗﾙﾌｸﾛｳ（1）、ｱ
ｶｱｼﾓﾘﾌｸﾛｳ（1）、ｼﾍﾞﾘｱﾜｼﾐﾐﾂﾞｸ
（2）

展示 4059500007 H20.3.21

40 土生　亜紀子 Sleepy's house 那珂川市片縄西４丁目１２－１ 犬(5) 保管 4059200062 H20.3.28

41 土生　亜紀子 Sleepy's house 那珂川市片縄西４丁目１２－１ 犬(5) 訓練 4059400011 H20.3.28

42 執取　大幹 執取どうぶつ病院 太宰府市朱雀1丁目４－５ 犬、ねこ、うさぎ（10） 保管 4059200063 H20.6.4

43
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト 筑紫野店 筑紫野市大字立明寺434-1 犬(28)　猫(12) 販売 4059100112 H20.11.19

44 松川　里美
ドッグトレーニングスクール
ジャックポット

那珂川市成竹６６８－６６ 犬（10） 販売 4059100115 H20.12.25

45 松川　里美
ドッグトレーニングスクール
ジャックポット

那珂川市成竹６６８－６６ 犬（10） 訓練 4059400012 H20.12.25

46 森岡　武士 ペットサロン　グルグル 筑紫野市筑紫駅前通１丁目１５０－１ 犬（10） 保管 4059200070 H21.10.9

47 田中 敏光 ティケーワン 大野城市瓦田２－１１－４ 犬（2） 販売 4059100123 H22.3.8

48 森永　美加
ペットシッター　BM Walking
（ビーエムウォーキング）

春日市紅葉ヶ丘西6-1-1-A102 犬（2）、猫(3) 保管 4059200075 H22.5.18

49 株式会社　ペテック
五条ペットナフコ春日フォレ
ストシティ店

春日市星見ケ丘4-16 犬（26）、猫（5） 販売 4059100128 H22.10.7

50 株式会社　ペテック
五条ペットナフコ春日フォレ
ストシティ店

春日市星見ケ丘4-16 犬（7）、猫（2） 保管 4059200078 H22.10.7
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51
有限会社　山陽ペット
ガーデン

Pets famille　＆ Pets
Friends　春日店

春日市星見ヶ丘４丁目７番地　ﾐｽﾀｰ
ﾏｯｸｽ春日店内

犬・猫（３７）
げっ歯類（ﾊﾑｽﾀｰ、ﾏｳｽ、ﾘ
ｽ､ｼﾞｬｰﾋﾞﾙ､ﾃﾞｸﾞｰ､ﾓﾙﾓｯﾄ､ﾁ
ﾝﾁﾗ､ｳｻｷﾞ､ﾈｽﾞﾐ､ﾔﾏﾈ､ﾌﾟﾚｰ
ﾘｰﾄﾞｯｸﾞ､ｽｷﾆｰｷﾞﾆｱﾋﾟｯｸ､ｶﾋﾟ

ﾊﾞﾗ､ﾏｰﾗ等）(249)
哺乳類（ﾊﾘﾈｽﾞﾐ､ﾓﾓﾝｶﾞ､ﾌｪ
ﾚｯﾄ､ｻﾙ､ﾔｷﾞ､ﾐﾆﾌﾞﾀ､ﾌｪﾈｯｸ､

ﾐｰｱｷｬｯﾄ､ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ､ｷﾝｶ
ｼﾞｭｰ､ﾅﾏｹﾓﾉ､ｱﾘｸｲ等）(44)
鳥類（小、中型ｲﾝｺ(20)、ﾌｨﾝ
ﾁ(20)大型ｲﾝｺ(5)、ｵｳﾑ(5)、
猛禽類(ﾌｸﾛｳ・ﾀｶ、ﾊﾔﾌﾞｻ）

(5)家禽(10)等)
爬虫類水ｶﾒ(30)、陸ｶﾒ(10)、

ﾄｶｹﾞ(20)、ﾔﾓﾘ(20)、ｶｴﾙ
(20)､ﾍﾋﾞ(20)等

販売 4059100130 H22.11.10

52
有限会社　山陽ペット
ガーデン

Pets famille　＆ Pets
Friends　春日店

春日市星見ヶ丘４丁目７番地　ﾐｽﾀｰ
ﾏｯｸｽ春日店内

犬・猫合計３０匹 保管 4059200079 H22.11.10

53 福田　淳一 ラブバードフクオカ 春日市須玖南１丁目１４５番地

ミニウサギ（３）、インコ類（２３）（ワ
カケホンセイインコ、コキンチョウ、
キンカチョウ、ズアカハネナガイン
コ、セキセイインコ、オカメインコ、
ウロコインコ等）

販売 4059100136 H23.6.22

54 株式会社ＢＡＳＩＣ ８０Dog’ｓ　春日店 春日市小倉２丁目１１１ 犬（17）、ネコ（3） 保管 4059200086 H23.11.16

55 株式会社　ペテック 五条ペットDC 太宰府市五条２丁目１－１７ 犬、猫(合計40) 販売 4059100139 H24.2.2

56 株式会社　ペテック 五条ペットDC 太宰府市五条２丁目１－１７ 犬、ねこ(10) 保管 4059200089 H24.2.2

57 イオンペット株式会社 ペテモ筑紫野店 筑紫野市大字立明寺434-1 犬（18）、猫（3） 保管 4059200090 H24.2.9
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58 嘉村　豊 柴犬趣味の里 那珂川市大字別所３７９－５９ 犬（９） 販売 4059100140 H24.4.2

59 有限会社アビーロード ABYペットショップ 大野城市中２丁目１ー１０ 犬（15）、猫（15） 販売 4059100141 H24.4.2

60 有限会社アビーロード ABYペットショップ 大野城市中２丁目１ー１０ 犬（5） 保管 4059200091 H24.4.2

61 株式会社アシュラン 株式会社アシュラン 大野城市上大利５丁目２１－１

ｵｶﾒｲﾝｺ(100)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(112)、ｼﾞｭ
ｳｼﾏﾂ(74）、ｳｽﾕｷﾊﾞﾄ(103)、ｳｽﾞﾗ
(30)､ﾁｬﾎﾞ(10)､文鳥(10)､ｳﾛｺｲﾝｺ
(10)､ｵｼﾄﾞﾘ(6)､ｵｷﾅｲﾝｺ(1)､ﾍﾞﾆｺﾝｺﾞ
ｳｲﾝｺ(1)､ﾓﾓｲﾛｲﾝｺ(1)、ﾃﾝｼﾞﾜﾊﾞﾀﾝ
（1）、ﾒﾝﾌｸﾛｳ（1）、ｳﾗﾙﾌｸﾛｳ（1）、ｱ
ｶｱｼﾓﾘﾌｸﾛｳ（1）、ｼﾍﾞﾘｱﾜｼﾐﾐﾂﾞｸ
（2）

販売 4059100142 H24.4.19

62 古賀　陽子 ペットサロン こが 那珂川市大字上梶原６２２－１ 犬(5) 保管 4059200095 H24.5.15

63 飯島　直子 ペットサロン　nao 筑紫野市桜台１丁目２９－１３ 犬(4） 保管 4059200099 H24.6.5

64 坂口　知織 ドッグサロン　まき 大野城市乙金東１丁目２－２０ 犬(2) 保管 4059200100 H24.6.7

65 石原　昭俊
テーブルランドファースト乗
馬倶楽部

筑紫野市天山６０－１ 馬(17) 展示 4059500009 H24.6.8

66 窪澤　邦彦 近代ペットワールド 太宰府市大字北谷９４７ 犬(17） 販売 4059100150 H24.7.9

67 中原　美保 Ｋｕｕｓｉ
クーシ　

  Ｃｏｔｔａｇｅ
コテージ

春日市春日１丁目２８－１ 犬猫（1８） 保管 4059200102 H24.7.23

68 松尾　保子 ペットサロンＯＮＥ 筑紫野市杉塚７丁目２－１ 犬（１０） 保管 4059200105 H24.8.29
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69 永島　慎二 ペットサロンgaf-gaf 大野城市錦町３－５－３３
ハムスター10、ウサギ10、文
鳥5、インコ5、カメ類、ヘビ、

トカゲ
販売 4059100155 H24.10.12

70 永島　慎二 ペットサロンgaf-gaf 大野城市錦町３－５－３３
犬10、ネコ10、ハムスター
10、ウサギ10、文鳥、イン
コ、カメ類、ヘビ、トカゲ

保管 4059200107 H24.10.12

71
株式会社
ビースパ

ビースパ
福岡南店

春日市惣利２－３３－１ 犬(51)又はねこ(25) 保管 4059200108 H24.10.16

72
株式会社
ビースパ

ビースパ
筑紫野店

筑紫野市原田８３６－１ 犬(28)又はねこ(22) 保管 4059200109 H24.10.18

73 浦中　泰志 ジョイフル・ヒルズ 太宰府市三条２丁目２２－３８ 犬(9) 販売 4059100157 H24.10.25

74 津田　静香 キャット スペース 春日市若葉台西１－１２６ 猫(10) 販売 4059100159 H24.11.12

75 伊藤　雄悟 いとう動物病院 大野城市下大利２－１８－８ 犬（８）、ねこ（４） 保管 4059200114 H25.3.18

76 小國　新一郎 みかさ荘 筑紫野市吉木２３１５－６１ 犬（8） 販売 4059100166 H25.4.9

77 姫野　英明 わんぶれす 大野城市上大利3丁目10-26 犬（３） 保管 4059200115 H25.7.5

78 大松　圭代 Ｄｏｇ Ｓｔｙｌｅ 大野城市山田2-10-1 犬（最大８） 保管 4059200116 H25.8.30

79 湯川　裕子 TOUT ECRIN 太宰府市梅香苑3-14-19（森内方） 猫（20） 販売 4059100164 H25.10.17

80 金古　啓子 ペットサロン  リンダ 春日市天神山4丁目1番地第2号 犬（３）猫（２） 保管 4059200117 H25.10.25

7
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81
株式会社イードッグラー
ニング

株式会社イードッグラーニン
グ

春日市日の出町1-1-1-101 犬（10） 訓練 4059400015 H25.11.1

82
株式会社Coo＆RIKU東
日本

株式会社　Coo＆RIKU東日
本　春日店

春日市星見ケ丘1-77　２F 犬（50）,猫（10） 販売 4059100165 H25.11.15

83
株式会社Coo＆RIKU東
日本

株式会社　Coo＆RIKU東日
本　春日店

春日市星見ケ丘1-77　２F 犬（４）、猫（４） 保管 4059200120 H25.11.15

84 元石　圭太 とふろう動物病院 太宰府市坂本1丁目1-18 犬（４）、猫（４） 保管 4059200123 H25.12.5

85 槇野　望 ドッグサロン　リボーン 大野城市南ケ丘二丁目27-14 犬（５） 保管 4059200124 H25.12.27

86 立川　召一
シャンプーハウスピースドッ
グ

春日市上白水1311-72 犬（８） 保管 4059200125 H26.1.22

87 花田　真知子 LINUS PLUS 大野城市大城5-26-20 犬（９） 販売 4059100167 H26.1.29

88 喜多　茂
グレート・ピレニーズ ジュリ
ヴィーナス ジェイピー　ケネ
ル

筑紫野市天拝坂3丁目1-56 犬（9） 販売 4059100168 H26.2.6

89 岩本　拓也 オリーブ動物病院 春日市下白水南3丁目15番地1 犬（８）猫（６） 保管 4059200126 H26.3.4

90 野口　謙吾 わんこーる 筑紫野市二日市北2丁目13-7 犬（７） 保管 4059200128 H26.5.23

91 大坪　廣美 コリーハウス大坪 大野城市牛頸2-10-11 犬（３） 販売 4059100172 H26.8.12

92 宮田　栞 ドッグサロン　いぬごころ 筑紫野市天山496-2 犬（２） 保管 4059200130 H26.9.5

93 原田　利津子 犬の美容室　マリー
春日市下白水南
6-174

犬（６） 保管 4059200131 H26.10.7

8
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94 安藤　健二 むく動物病院
那珂川市西隈
１－１２－２

犬（１４）、猫（２）、うさぎ
（２）、インコ類（３）、ハリネズ

ミ（２）、
ハムスター（２）、猿（１）

保管 4059200133 H27.7.31

95 江藤　穣二 さんすい動物病院 筑紫野市美しが丘北１－１－１
犬（６）
猫（４）

保管 4059200134 H27.10.26

96 坂口　春美 キャットシッターはるねこ 筑紫野市若江61-1-501 猫(15) 保管 4059200135 H28.4.4

97 荒木　祐子 Baby Star Dogs
筑紫野市光が丘４丁目３番１号　光が
丘ヒルズモールショップA棟　１０３号
室

犬(８) 保管 4059200137 H28.5.25

98
株式会社ひごペットフレ
ンドリー

ひごペットフレンドリーゆめタ
ウン筑紫野店

筑紫野市針摺東3-3-1　ゆめタウン筑紫野１F
犬（60）、猫（20）、その他（ウサギ、
フェレット、ハムスター、モルモット、
シマリス、インコ科、オウム科等）

販売 4059100179 H28.6.22

99 株式会社ひごペットフレンドリー
ひごペットフレンドリーゆめタ
ウン筑紫野店

筑紫野市針摺東3-3-1　ゆめタウン筑紫野１F

犬（15）、猫（10）、ウサギ
（5）、フェレット（5）、ハムス
ター（5）、モルモット（5）、シ
マリス（5）、インコ科（5）、オ
ウム科（5）

保管 4059200139 H28.6.22

100
株式会社グリーンハー
ト

株式会社グリーンハート 筑紫野市杉塚五丁目１３番６号 犬(25) 展示 4059500014 H28.8.19

101 田中　允久 Shampoo BOX
筑紫野市二日市西2－9－14（移動範
囲：県内一円）

犬、猫（２） 保管 4059200141 H28.9.20

102 樋江井 準子 dog salon Smily Tail 筑紫野市天拝坂３丁目１－３４ 犬（2） 保管 4059200145 H29.1.30

103 三浦　久美子 ドッグサロン　シャンプー 春日市紅葉ヶ丘東１－３９ 犬(5) 保管 4059200146 H29.2.1

104 有限会社　CASIA カシア動物病院 筑紫野市美しが丘北１丁目11番地4 犬猫(5） 保管 4059200147 H29.2.1

105 植波　愛 DOG@Merry House 春日市昇町６－５７　エスポワール１F 犬（１）、猫（２） 販売 4059100185 H29.3.6

9
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106 植波　愛 DOG@Merry House 春日市昇町６－５７　エスポワール１F 犬・ねこ(6) 保管 4059200149 H29.3.6

107 株式会社ウィング ディスワン大野城店
大野城市錦町4丁目1-1　イオン大野
城店内

犬（9）・猫（1） 販売 4059100186 H29.3.21

108 株式会社ウィング ディスワン大野城店
大野城市錦町4丁目1-1　イオン大野
城店内

犬（5）・猫（5） 保管 4059200150 H29.3.21

109 田中　拓馬 うさぎ専門店ろっか 大野城市筒井5-3-3 ウサギ（１０） 販売 4059100189 H29.4.21

110 田中　拓馬 うさぎ専門店ろっか 大野城市筒井5-3-3 ウサギ（６） 保管 4059200152 H29.4.21

111 小川　留美
ペットシッターミックス＆ホテ
ル

那珂川市別所570-3 犬・猫（３） 保管 4059200151 H29.4.24

112 高橋　美香 そら動物病院 那珂川市観晴が丘15-18 犬、猫、ウサギ（計１２） 保管 4059200153 H29.5.9

113 小林　恵美子 アメリカンドリーム 那珂川市今光２ー１８ー１０１ 犬(10) 販売 4059100191 H29.5.12

114 小林　恵美子 ブラックインパルス犬舎 那珂川市成竹９４６－１ 犬(10) 販売 4059100192 H29.5.12

115 小林　恵美子 アメリカンドリーム 那珂川市今光２ー１８ー１０１ 犬(8) 保管 4059200155 H29.5.12

116 今泉　久恵 山口繁殖犬舎 筑紫野市山口２５５９ 犬(30) 販売 4059100190 H29.5.17

117 前田　暁子 アニス動物病院 大野城市大池2丁目1-5

犬（８）、猫（４）、ウサギ（１）、
フェレット（１）、モルモット（１）、
ハムスター（１）、インコ（１）、文

鳥（１）

保管 4059200156 H29.5.19

118 古賀　小百合 Ｌｉｌｙ’ｓ　Ｃａｒｄｉ 筑紫野市湯町3-4-11 犬(6) 販売 4059100194 H29.6.14

10
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119 古賀　小百合 Ｌｉｌｙ’ｓ　Ｃａｒｄｉ 筑紫野市湯町3-4-11 犬(1) 保管 4059200157 H29.6.14

120 有限会社　トライアル Pet's Mate
大野城市乙金3丁目23-1イオン乙金
ショッピングセンター北街区

犬(15)、猫(3)、小動物(10)
（又はげっ歯類(50)）、鳥類
(10～20)、爬虫類(5)

販売 4059100195 H29.7.21

121 有限会社　トライアル Pet's Mate
大野城市乙金3丁目23-1イオン乙金
ショッピングセンター北街区

犬猫(11)、小動物(5)、鳥類
(5)、爬虫類(5)

保管 4059200159 H29.7.21

122 有限会社　長坂商事 ドッグサロン　ワンペア 大野城市乙金2丁目17-32 犬(3) 保管 4059200160 H29.10.6

123 株式会社 Dog's Japan 株式会社　Dog's Japan 太宰府市北谷９０５－１１７ 犬（３０） 販売 4059100199 H29.11.8

124 株式会社 Dog's Japan 株式会社 Dog's Japan 太宰府市北谷９０５－１１７ 犬（５０） 訓練 4059400016 H29.11.8

125 吉田　絵里香 GRAND PET SCAPE 筑紫野市桜台1-30-1-108 犬(3) 保管 4059200163 H29.12.24

126 桝﨑　亜紀 Cat ＆ Dog salon ChouChou 那珂川市松木1-7 犬(9)、猫(6) 保管 4059200164 H30.1.29

127 鈴木　順子 FRAU 太宰府市観世音寺2-5-27 犬（２） 販売 4059100202 H30.2.22

128
一般社団法人　福岡ね
こともの会

一般社団法人　福岡ねことも
の会

大野城市大城1-15-15 猫(8) 保管 4059200165 H30.2.22

129 山口　留美子 Fairy Dogs 那珂川市成竹６１７－１ 犬(８) 販売 4059100201 H30.2.26

130 西山　政樹 ポメラニアン犬舎　Minnie 太宰府市観世音寺5丁目13-21 犬（４） 販売 4059100203 H30.3.30

131
株式会社　うおずみ動
物病院

うおずみ動物病院 筑紫野市二日市中央3-1-8 犬、猫、げっ歯類計(10) 保管 4059200166 H30.5.9

11
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132 西嶋　葉子 Dressageプラスオール福岡 那珂川市大字成竹字千徳72-1 馬(３) 販売 4059100204 H30.5.19

133 西嶋　葉子 Dressageプラスオール福岡 那珂川市大字成竹字千徳72-1 馬（17） 訓練 4059400017 H30.5.19

134 西嶋　葉子 Dressageプラスオール福岡 那珂川市大字成竹字千徳72-1 馬(5) 展示 4059500015 H30.5.19

135 安武　博子 ペットサロンロック 春日市天神山2-142 犬（９） 保管 4059200167 H30.5.29

136 有限会社ワンガーデン Wan Garden 春日市松ヶ丘1-49 犬、猫（２５） 保管 4059200168 H30.6.1

137
有限会社　山陽ペット
ガーデン

Pets Friends 筑紫野店
筑紫野市大字原田836-20　Mr Max筑
紫野店内

げっ歯類（ﾊﾑｽﾀｰ、ﾏｳｽ、ﾘ
ｽ､ｼﾞｬｰﾋﾞﾙ､ﾃﾞｸﾞｰ､ﾓﾙﾓｯﾄ､ﾁ
ﾝﾁﾗ､ｳｻｷﾞ､ﾈｽﾞﾐ､ﾔﾏﾈ､ﾌﾟﾚｰ
ﾘｰﾄﾞｯｸﾞ､ｽｷﾆｰｷﾞﾆｱﾋﾟｯｸ､ｶﾋﾟ

ﾊﾞﾗ､ﾏｰﾗ等）(50)
哺乳類（ﾊﾘﾈｽﾞﾐ､ﾓﾓﾝｶﾞ､ﾌｪ
ﾚｯﾄ､ｻﾙ､ﾔｷﾞ､ﾐﾆﾌﾞﾀ､ﾌｪﾈｯｸ､

ﾐｰｱｷｬｯﾄ､ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ､ｷﾝｶ
ｼﾞｭｰ､ﾅﾏｹﾓﾉ､ｱﾘｸｲ等）(10)

鳥類(20),爬虫類(40)

販売 4059100205 H30.6.4

138 波田　幸樹 ミネルヴァ犬舎 春日市天神山1丁目115番地 犬(2) 販売 4059100206 H30.7.17

139
株式会社こばやし動物
病院

こばやし動物病院 那珂川市片縄3丁目33番地
犬（９）、
猫（４）

保管 4059200169 H30.7.25

140 阿部　夏美 ミルキードッグハウス 春日市大土居2-7 犬(9)、猫(6) 販売 4059100207 H30.10.1

141 天本　裕貴 Roro 筑紫野市阿志岐834 コーンスネーク(2) 販売 4059100208 H30.10.1

142
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト 筑紫野店 筑紫野市大字立明寺434－１ 犬（24）、猫（8） 貸出 4059300002 H30.10.26
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143 渡部　哲也 dog salon sapone 那珂川市今光2-68-1 犬（９） 保管 4059200171 H30.11.30

144
有限会社　石橋ファー
ムランド

ラッテビアンコ 筑紫野市大字筑紫1052-16 山羊（5）、ウサギ（6） 展示 4059500016 H30.12.26

145 鳥実　亮太 Dog Training WILD HALF 那珂川市松木2-112-1 犬（４） 保管 4059200172 H31.1.23

146 鳥実　亮太 Dog Training WILD HALF 那珂川市松木2-112-1 犬(4) 訓練 4059400018 H31.1.23

147 横山　美津子 ペットシッター晴ればれ
太宰府市五条2丁目23-28　ミネルヴァ
太宰府206

犬（2）、猫(3)、げっ歯類(6) 保管 4059200174 H31.3.6

148 喜田　弘美 with Rin. 筑紫野市美しが丘南6丁目4-136 犬(3) 訓練 4059400019 H31.3.8

149 坂口　和也 とまと動物病院 春日市紅葉ヶ丘西3丁目105 犬（7)、猫（6） 保管 4059200173 H31.3.20

150 ジョイフル合同会社 ジョイフル 筑紫野市山家2419-1 犬猫(30) 販売 4059100209 H31.3.26

151 ジョイフル合同会社 ジョイフル 筑紫野市山家2419-1 犬猫(30) 保管 4059200175 H31.3.26

152 ジョイフル合同会社 ジョイフル 筑紫野市山家2419-1 犬猫(30) 訓練 4059400020 H31.3.26

153 坂口　知織 ドッグサロン　まき 大野城市乙金東1丁目2番20号 犬（4） 販売 4059100210 H31.3.29

154 長井　恵 猫カフェ　ＮＹＡＯＮ
太宰府市向佐野1-11-25　CAT’S向
佐野2F

猫（3） 販売 4059100211 H31.4.26

155 長井　恵 猫カフェ　ＮＹＡＯＮ
太宰府市向佐野1-11-25　CAT’S向
佐野2F

猫（15） 展示 4059500017 H31.4.26

156 織方　記美子 Ｄｏｇ Ｇａｒｄｅｎ Ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ 筑紫野市美しが丘南5丁目17-1 犬（32） 販売 4059100212 R1.5.18
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157
株式会社　ワンダー・わ
ん

ダブルドットオー筑紫野店 筑紫野市上古賀4-1-3 犬（15）、猫（6） 販売 4059100213 R1.5.31

158
株式会社　ワンダー・わ
ん

ダブルドットオー筑紫野店 筑紫野市上古賀4-1-3 犬（6） 保管 4059200176 R1.5.31

159 村山　智子 Ｃｒｅｓｔｏｍｏｃｋｏ 大野城市若草1-12-3
クレステッドゲッコー（11）、ヤ

モリ（1）
販売 4059100215 R1.6.19

160 中村　弥生 For Dogs 筑紫野市天拝坂4-15-13 犬、猫合計3頭 保管 4059200177 R1.7.11

161
ルクソーグループ株式
会社

Dog Salon COCO　by drops 大野城市上大利2丁目21-12-1FB 犬(7) 保管 4059200178 R1.7.18

162 伊藤　由紀 ペットサロン優 大野城市東大利3丁目12－7 犬(3) 販売 4059100216 R1.11.20

163 伊藤　由紀 ペットサロン優 大野城市東大利3丁目12－7 犬(3) 保管 4059200180 R1.11.20

164 井上　香織 ちゅりっぷとっと 那珂川市今光5丁目162番地 犬(3)、猫(1) 保管 4059200181 R1.11.22

165 今屋　礼子 はっぴい　にゃんこ 大野城市東大利１－５－７ 猫（３） 貸出 4059300003 R2.1.7

166 今屋　礼子 はっぴい　にゃんこ 大野城市東大利１－５－７ 猫（５）
譲受
飼養

4059700001 R2.1.7

167 横溝　由美 キャットシッター猫彩葉
ネコイロハ

春日市春日公園弥生７丁目３９番地 犬、猫、ウサギ計（6） 保管 4059200182 R2.3.23

168 久保　憲史 ペットらぼK2 筑紫野市古賀7-5

フクロモモンガ（３）、ハリネ
ズミ（２）、デグー（４）、マメル

リハ（２）、セキセイインコ
（２）、キボシイシガメ（３０）、

フロリダハコガメ（４）

販売 4059100220 R2.4.27

169 八重樫　翔 やえがしさんちのレプタイルズ 筑紫野市塔原東1-13-19
ヤモリ（２０）、ヘビ（２）、トカ

ゲ（１）
販売 4059100221 R2.5.14
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170 川野　義幸 one's life 那珂川市王塚台2丁目348
犬、猫、小動物（計3）
インコ、オウム（計2）
ヘビ、トカゲ（計2）

保管 4059200183 R2.5.19

171 中村　たまき はっぴぃ　にゃんず 春日市弥生4丁目123 猫（２）
譲受
飼養

4059700002 R2.5.21

172
一般社団法人　福岡ね
こともの会

一般社団法人　福岡ねことも
の会

大野城市筒井5-10-14-707 猫（2） 保管 4059200184 R2.5.22

173
一般社団法人　福岡ね
こともの会

一般社団法人　福岡ねことも
の会

大野城市筒井5-10-14-707 猫（２）
譲受
飼養

4059700003 R2.5.22

174 光永　玲奈 Noel 那珂川市恵子6－7－5
フクロモモンガ（１３）、ミーア
キャット（２）、ボールパイソン
（３）

販売 4059100222 R2.5.25

175 田口　絵梨花 ERIKA MAMAN 春日市紅葉ヶ丘西2－1 犬（１） 販売 4059100223 R2.5.29

176 北　哲郎 PLATINUM KISS 筑紫野市天拝坂2－9－11 犬（９） 販売 4059100224 R2.6.2

177 宮田　真央 爬虫類ぽわ 大野城市月の浦2-12-15 トカゲ（１０）、ヤモリ（１） 販売 4059100225 R2.6.4

178 白石　賢樹
あい犬のお散歩屋さん　福
岡南

筑紫野市桜台1丁目34番15号 犬（5）、猫（5） 保管 4059200185 R2.7.31

179 森藤　明奈 わんファミリー　ｅｌｍｏ 大野城市乙金台2丁目14-18 犬（４）、猫（１） 販売 4059100227 R2.8.19

180 株式会社　創坊 KUNALA　ハウス 那珂川市南面里３８４ 犬（7） 保管 4059200186 R2.12.2

181 株式会社　創坊 KUNALA　ハウス 那珂川市南面里３８４ 犬（5）
譲受
飼養

4059700004 R2.12.2
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182 本田テクノロジーズ合同会社クリーム　シャンティ 春日市岡本2-11レジデンス春日1F 猫（１２）、うさぎ（８） 展示 4059500018 R2.12.3

183 平野　博義 メイプル動物病院 那珂川市中原3－25 犬（6）、猫（4）、ウサギ（3） 保管 4059200187 R3.2.5

184 リポット株式会社 猫カフェモカ　イオンモール筑紫野店筑紫野市立明寺434-1 猫（18） 展示 4059500019 R3.2.24

185 髙田　哲哉 FOREST　NAKAGAWA 那珂川市大字西畑183-9 犬（２） 販売 4059100228 R3.4.2

186 大内田　武士
TKS-Dog Sports Club /WDLF-
Working Dog Laboratory
Fukuoka

那珂川市埋金777-6 犬（3） 保管 4059200188 R3.5.10

187 大内田　武士
TKS-Dog Sports Club /WDLF-
Working Dog Laboratory
Fukuoka

那珂川市埋金777-6 犬（7） 訓練 4059400021 R3.5.10

188
ペッツファースト株式会
社

ペッツファースト株式会社
福岡ブリーダー営業所

大野城市大池1丁目7-1 犬（３２）、猫（１４） 販売 4059100229 R3.7.15

189 新谷　好美 Suga sugar glider 春日市春日原南町3-6-415 フクロモモンガ（14） 販売 4059100230 R3.8.10

190 米倉　信義 宰の満宝荘 太宰府市宰府５丁目２１－４５ 犬(３) 販売 4059100231 R3.8.19

191 狩野　宏美 にじねこや 筑紫野市大字天山687番地22 猫（20） 販売 4059100232 R3.10.26

192 狩野　宏美 にじねこや 筑紫野市大字天山687番地22 猫（3） 保管 4059200189 R3.10.26

193 松永　広美 AFFECTION 春日市光町２－３－７ ヤモリ類（２５） 販売 4059100233 R3.12.16

194 株式会社　太宰府園 だざいふ遊園地 太宰府市宰府４－７－８
山羊(2)、ウサギ(2)、モル

モット(4)
展示 4059500020 R3.12.22

195 柏原　早希 Rococo's room
春日市日の出町6丁目4秋吉第2ビル
202

犬（3） 保管 4059200190 R4.1.12
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196 株式会社　GRACE ペットサロン グレース 太宰府市水城６－１０－４０ 犬(20) 販売 4059100234 R4.2.18

197 株式会社　GRACE ペットサロン グレース 太宰府市水城６－１０－４０ 犬(4) 保管 4059200191 R4.2.18

198 プランニング.f株式会社
レプタイルズショップ　HEBI
METAL

大野城市雑餉隈町３－２－１５　１F
トカゲ（38）、ヤモリ（40）、蛇

（70）、カメ（13）
販売 4059100235 R4.3.22

199
有限会社　ワールドペッ
トワールド

有限会社　ワールドペット
ワールド

春日市下白水南６－１２７ 犬(20)、猫(2) 保管 4059200192 R4.3.30

200
有限会社　山陽ペット
ガーデン

Pets famille　＆ Pets
Friends　春日店

春日市星見ヶ丘４丁目７番地　ﾐｽﾀｰ
ﾏｯｸｽ春日店内

鳥類（２） 展示 4059500021 R4.4.28

201 齋藤  大暉
動物総合病院ユニベッツ福
岡

大野城市緑ケ丘４－１７－５
犬・猫・ハムスター・フェレット
（４６）
インコ・オウム（１５）

保管 4059200194 R4.5.17

202 中野　美和 Jin.Love.Family 筑紫野市山家1674-7 犬(7) 販売 4059100236 R4.5.25

203 天野　孝子 ANGEL 筑紫野市大字山家5012-3 犬(12) 販売 4059100237 R4.6.1

204 天野　孝子 ANGEL 筑紫野市大字山家5012-3 犬(12) 保管 4059200193 R4.6.1

205 小山　慎平 グットアベニュー 大野城市横峰２－１６－５ 犬(4) 販売 4059100238 R4.6.8

206 株式会社　AHB ペットプラス春日店 春日市春日５－１７ 犬（１５）、猫（５） 販売 4059100239 R4.7.20

207 株式会社　AHB ペットプラス春日店 春日市春日５－１７ 犬（２０）、猫（４） 保管 4059200195 R4.7.20

208 株式会社　AHB ペットプラス春日店 春日市春日５－１７ 犬（１５）、猫（５） 貸出 4059300004 R4.7.20

17



№ 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

筑紫保健福祉環境事務所管内 令和４年１２月３１日現在

209 別府　由希 ランテルディ 那珂川市大字不入道602-4 犬（８） 保管 4059200196 R4.8.12

210 株式会社 Dog's Japan 株式会社 Dog's Japan 太宰府市北谷905-117 犬（10） 保管 4059200197 R4.11.8

211 株式会社 Dog's Japan 株式会社 Dog's Japan 太宰府市北谷９０５－１１７ 犬（１０） 貸出 4059300005 R4.11.8

212
株式会社　ゼロワール
ド

いきもの探検隊 筑紫野市美しが丘南１丁目１２－１

うさぎ（６）、モルモット（４）、ハムス
ター（３０）、セキセイインコ（１０）、
ウロコインコ（４）、文鳥（１０）、フク
ロウ（２）、カメレオン（２）、トカゲ（１

０）、他

販売 4059100240 R4.11.9

213
株式会社　ゼロワール
ド

いきもの探検隊 筑紫野市美しが丘南１丁目１２－１

うさぎ（６）、モルモット（４）、ハムス
ター（３０）、セキセイインコ（１０）、
ウロコインコ（４）、文鳥（１０）、フク
ロウ（２）、カメレオン（２）、トカゲ（１

０）、他

展示 4059500022 R4.11.9

214 下西　由起 repani Aya 大野城市大城２－１－８
チンチラ（５）、ヒョウモントカ
ゲモドキ（２０）、フトアゴヒゲ

トカゲ（５）
販売 4059100241 R4.11.25

215 中村　美智 ピットハウス二日市 筑紫野市二日市西１－３－６ 犬（１０）、猫（３） 販売 4059100242 R4.12.23

216 中村　美智 ピットハウス二日市 筑紫野市二日市西１－３－６ 犬（２） 保管 4059200198 R4.12.23
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