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1 平野　一芳
ペットシッター　ひら
の

小倉南区葛原元町二丁目１０番
１９号

保管 犬(3) 平成１８年６月２０日 ０６００９

2 田中　政行 タナカケネル
八幡西区中の原一丁目13番1
号

販売 犬(20) 平成１８年６月１９日 ０６０１３

3 三村　奈々枝 DOG　NANA 小倉北区熊本一丁目１番１号 販売 犬(9) 平成１８年７月４日 ０６０１５

4 三村　奈々枝 DOG　NANA 小倉北区熊本一丁目１番１号 保管 犬(14) 平成１８年７月４日 ０６０１６

5 田中　健治 若波荘 若松区波打町１３番２６号 販売 犬(9) 平成１８年７月２７日 ０６０３０

6 運天　勝秀 ABC Dog 小倉店 小倉北区萩崎町９番４２号 販売 犬(8)・猫(2) 平成１８年８月１日 ０６０３１

7 運天　勝秀 ABC Dog 小倉店 小倉北区萩崎町９番４２号 保管 犬(15)・猫(4) 平成１８年８月１日 ０６０３２

8
株式会社 ペテック
代表取締役　福本大吾

五条ペット　八幡東
店

八幡東区東田一丁目２番２０号 販売 犬15猫5 平成１８年８月１日 ０６０３３

9
株式会社 ペテック
代表取締役　福本大吾

五条ペット　八幡東
店

八幡東区東田一丁目２番２０号 保管 犬5猫3 平成１８年８月１日 ０６０３４

10 村本　光子 豆柴専門犬舎
八幡西区楠橋上方一丁目１４番
２３号

販売 犬(25) 平成１８年８月１５日 06043

11 廣石　桂子 ぽちとみい 八幡東区松尾町１１番１７号 保管 犬・猫(3) 平成１８年１０月１７日 ０６０６４

12 山本　啓子 リトルドッグス
小倉北区下富野五丁目２６番３
０号　横山ハイツ１F

保管 犬 平成１８年１０月１３日 ０６０７１

13 堤　愛子 ドッグサロン　風鈴 小倉南区城野四丁目１番２７号 保管 犬(4) 平成１８年１０月１８日 ０６０７３

14 中村　昌啓
アクアスペースぶく
ぶく

八幡東区東田三丁目２-１０２号
イオン八幡東ショッピングセン
ター１F

販売
ﾊﾑｽﾀｰ等小動物、小

鳥、ｶﾒ
平成１８年１１月１３日 ０６０７７

15 古賀　聡美 シアン ブランシュ 門司区東馬寄２番２２-１０２号 保管 犬(7)・猫(2) 平成１８年１１月１０日 ０６０７８

16 益田　久美子
わんわん美容室さる
わたり

八幡東区槻田一丁目１番３号 保管 犬・猫 平成１８年１１月１０日 ０６０８４

17
ピーツーアンドアソシエイツ
株式会社
代表取締役　田坂　豊継

P２　小倉店
小倉北区砂津三丁目１番１号
チャチャタウン小倉２Ｆ

販売
小動物・小鳥・は虫

類(83)
平成１８年１２月１１日 ０６０９７

18 永村　正子 ワンダフルライフ 八幡西区大字金剛３０２番地 訓練 犬(7) 平成１９年２月１４日 ０６１１１

19
有限会社森どうぶつ病院
代表取締役　森　博輝

（有）森どうぶつ病院 八幡西区大浦一丁目１３番２号 保管 犬(21) 平成１９年２月２６日 ０６１１５

20 久保　敦子 久保動物病院 八幡東区東台良町５番９号 保管 犬・猫(12) 平成１９年３月２０日 ０６１２０

21 髙木　玲子 犬の美容室なな
小倉南区徳吉西三丁目１３番３
号

保管 犬(2) 平成１９年３月１６日 ０６１２４

22 坂本　敬子
ペットサロン　のらく
ろ

小倉南区徳力一丁目３番１号 保管 犬(6) 平成１９年３月１６日 ０６１２５

23 藤永　比都美
ペットステーション
モンロー

小倉北区泉台一丁目１９番１６
号

保管 犬(3) 平成１９年３月１５日 ０６１２７

24 寺岡　とめ子
ペットの美容室ムク
ムク

小倉北区木町二丁目４番４３号 保管 犬(3) 平成１９年３月１５日 ０６１２８
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25 富樫　直高 とがし動物病院 八幡西区八枝三丁目９番３３号 保管 犬・猫(12) 平成１９年３月２６日 ０６１４１

26 杉本　紀生 杉本ペット
八幡西区藤原二丁目１５番２６
号

販売 犬(50) 平成１９年３月２７日 ０６１４４

27 花田　慎二
ペットショップ
DOGLAND

八幡西区三ヶ森三丁目１３番１
号

販売 犬・猫(4) 平成１９年３月２７日 ０６１４８

28 花田　慎二
ペットショップ
DOGLAND

八幡西区三ヶ森三丁目１３番１
号

保管 犬・猫(6) 平成１９年３月２７日 ０６１４９

29
有限会社　メディア・ネット
　取締役　奥野夢妃

アクアプランテー
ション　グッピー

若松区高須西二丁目１番７号 販売
鳥類(70)・爬虫類
兎(60)・哺乳類

(55)
平成１９年４月６日 ０７００７

30 葦苅　浩一 ペットショップ愛美
小倉南区横代北町二丁目２２番
２８号

保管 犬(15)･猫(4) 平成１９年４月１７日 ０７０１０

31 村上　紀子
グルーミング
ファーファー

小倉南区下城野一丁目８番１号 保管 犬（月40） 平成１９年４月１０日 ０７０１４

32 伊東　房子 LOVELY　TOWN
戸畑区丸町二丁目４番２－４０
５号

販売 犬(年15) 平成１９年４月１６日 ０７０１６

33 原　廣隆
ワンワンプラザ　パ
ラドッグ

若松区高須南一丁目７番２１号 保管 犬(30)・猫(5) 平成１９年４月２４日 ０７０１８

34
有限会社ピコワンワンショッ
プ
取締役　松本瑞枝

有限会社ピコワンワ
ンショップ

小倉南区守恒本町二丁目１４番
１０号

保管 犬(50)・猫(3) 平成１９年４月１７日 ０７０２１

35 武藤　茂樹 DOG  STAR
小倉南区沼緑町一丁目１２番２
号

保管 犬(15) 平成１９年５月１０日 ０７０２２

36 吉田　正一
ペットハウス　チャー
ミー

八幡西区鷹の巣二丁目14番
24号

販売 犬(45)猫(11) 平成１９年５月１４日 07033

37 吉田　正一
ペットハウス　チャー
ミー

八幡西区鷹の巣二丁目14番
24号

保管 犬(5) 平成１９年５月１４日 07034

38 森川　真理愛
犬のシャンプー･カッ
ト Dear Dogs

小倉北区熊谷四丁目１番３０号 保管 犬(3) 平成１９年５月１７日 ０７０３９

39 安藤　良子 柴田ペット 門司区東門司一丁目１番１９号 保管 犬 平成１９年５月１６日 ０７０４７

40 髙田　貴敏 ペットサルーンメグ 戸畑区正津町１番３号 販売 犬(１０)・猫 平成１９年４月２７日 ０７０５０

41 髙田　貴敏 ペットサルーンメグ 戸畑区正津町１番３号 保管 犬・猫 平成１９年４月２７日 ０７０５１

42 岸　勝彦 八幡警察犬訓練所 若松区大字有毛７２８番地８ 販売 犬(3) 平成１９年５月１１日 ０７０５９

43 岸　勝彦 八幡警察犬訓練所 若松区大字有毛７２８番地８ 保管 犬(40) 平成１９年５月１１日 ０７０６０

44 岸　勝彦 八幡警察犬訓練所 若松区大字有毛７２８番地８ 訓練 犬(40) 平成１９年５月１１日 ０７０６１

45 尾中　英史 尾中警察犬訓練所 八幡東区花尾町３番１３号 訓練 犬 平成１９年５月１６日 ０７０６２

46 江田　智恵美
Good　Dog　Life
B-one

小倉北区宇佐町一丁目１２番１
５-１０１号

保管 犬猫(8) 平成１９年５月２９日 ０７０６４

47 平田　智世子
いぬのシャンプーや
さんＣＨＥＥ’Ｓ

八幡東区前田三丁目１０番１３
号

保管 犬(5) 平成１９年５月１０日 ０７０７９

48 山本　桂子
PEERS　－ピアズ
－

八幡西区菅原町１番４２－１０１
号

保管 犬(6)・猫(1) 平成１９年５月２８日 ０７０８２
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49 橋本　由紀子 　
八幡東区春の町五丁目３番１ー
６０１号

販売 犬(15) 平成１９年５月１５日 ０７０８３

50
有限会社　西村錦鳥園
代表取締役　西村孝太郎

ペットランドあつま
れ三ヶ森店

八幡西区三ヶ森四丁目１３番１
号

販売
ほ乳類(70)・鳥類
(50)・は虫類(50)

平成１９年５月２８日 ０７０８４

51
有限会社　西村錦鳥園
代表取締役　西村孝太郎

ペットランドあつま
れ三ヶ森店

八幡西区三ヶ森四丁目１３番１
号

保管 犬(20)・猫(20) 平成１９年５月２８日 ０７０８５

52 東　清子
わんわん美容室　ア
ン

小倉南区沼本町三丁目３番１７
号

保管 犬(5)・猫(1) 平成１９年５月１８日 ０７０９２

53 土谷　直美 フォア　ウインズ 八幡東区猪倉町２番１２号 販売 犬(30) 平成１９年５月２２日 ０７０９５

54 土谷　直美 フォア　ウインズ 八幡東区猪倉町２番１２号 訓練 犬(6) 平成１９年５月２２日 ０７０９６

55
（株）キム・キム・ドットコム
代表取締役　木村　喜正

アクアペット小倉 小倉北区井堀三丁目１番１５号 販売
ほ乳類・鳥類・は虫

類6
平成１９年５月１８日 ０７０９７

56 森下　直美
セレブリティ ドッグ
ズ クラブ キャメリア

若松区花野路三丁目１番２号 保管 犬15 平成１９年５月２８日 ０７１１４

57 矢間　一行
KOKURA　YAMA
JP

小倉南区母原78-11 販売 犬30 平成１９年６月１日 07116

58 有働　恵
ワンちゃんネコちゃ
んの散毛屋さん

八幡西区香月西二丁目１１番９
号

保管 犬10 平成１９年５月２４日 ０７１１７

59 上山　 環 エイトわん 門司区柳町一丁目１番１２号 保管 犬・猫10 平成１９年６月１日 ０７１１８

60
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課長　藤本　将志

グリーンパーク 若松区大字竹並１００６番地の１ 展示
ほ乳類5種34点・鳥
類5種5点・は虫類

14種19点
平成１９年６月１日 07119

61
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課　課長　藤本　将
志

ひびき動物ワールド 若松区大字竹並２８６番地 展示 ほ乳類3種300点 平成１９年６月１日 07124

62
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課
課長　藤本　将志

到津の森公園 小倉北区上到津四丁目１番８号 展示
ほ乳類268・鳥類
116・は虫類41

平成１９年６月１日 07125

63 椎山　淳子
ドッグスクール・マリ
ノ

小倉南区徳吉東一丁目６番７-
サンハイツタナカ１０５号

訓練 犬4 平成１９年６月１日 ０７１４６

64 江藤　信子 原田商店
八幡東区荒生田三丁目２番１６
号

販売 鳥類14 平成１９年６月１２日 ０７１４８

65 下村　郁子 ドッグサロンmarin 八幡西区御開一丁目３番６号 保管 犬 平成１９年８月１日 ０７１５９

66 中園　裕美 八幡西区鳴水町４番６号 販売 犬4 平成１９年１０月４日 07164

67 太田　政次 ミル・ソル 若松区宮丸一丁目２６番２号 販売
犬8
猫15

平成１９年１０月１７日 07167

68 村上　加代美 ペットシッターアロア
小倉南区葛原本町三丁目1番6
号

保管 犬3・猫2・兎2 平成１９年１０月１８日 07168

69
　(有)バンビ
代表取締役　西胤 聡一

洗って温泉ペットの
ビースパ徳力店

小倉南区徳力1-1-1 保管 犬・猫 平成２０年３月１８日 07191

70 里　あけみ バブズ 小倉南区横代南町3-2-2 販売 犬7 平成２０年４月１６日 08003

71 徳田　香都子 小倉南区蜷田若園3-3-26 販売 インコ20 平成２０年６月１０日 08005

72 櫻木　愉美 小倉南区中曽根4-15-7 保管 犬1 平成２０年７月１０日 08014
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73 田中　真未 ドックサロンマミィ 小倉南区志井1-4-10 保管 犬5 平成２０年７月２９日 08016

74
(合資)不二屋
代表社員　城戸　良樹

合資会社　不二屋 小倉北区船場町3-9 １Ｆ 販売
ほ乳類20・鳥20

は虫類50
平成２０年８月２６日 08020

75
(合資)不二屋
代表社員　城戸　良樹

合資会社　不二屋 小倉北区船場町3-9 １Ｆ 保管
ほ乳類2・鳥2・は虫

類2
平成２０年８月２６日 08021

76 松尾  昌幸
トリミングハウス　レ
イ

八幡西区山寺町6-34 保管 犬7・猫1 平成２０年１２月２２日 08033

77
㈲はやかわ動物病院
取締役　早川　俊之

はやかわ動物病院 小倉北区下到津4-7-23 保管 犬10 平成２１年１月２７日 08038

78 勝田　真由美 Caro　Cane 小倉南区上石田3-11-29 保管 犬13 平成２１年２月１３日 08040

79 山本　幸紀 ラブピース 八幡西区別所町14-43 販売 犬10 平成２１年３月１０日 08043

80 長門石　絵理香 Long　To　Stone 八幡西区日吉台3-6-5 販売 猫20 平成２１年４月２０日 09004

81 城戸田　良子 Love　Dog
小倉北区霧ヶ丘三丁目７番１４
－２０３号

販売 犬20・猫10 平成２１年５月１３日 ０９０１０

82 竹須　正和 若松区古前1-8-4 販売 カメ5 平成２１年１２月２４日 09025

83 今林　龍三
今林動物ケアクリ
ニック

若松区白山1-8-9 保管 犬10・猫5・小動物 平成２１年１２月２４日 09026

84 増田　太郎 GENE FARM 八幡東区桃園2-8-10 販売
ﾊﾘﾈｽﾞﾐ・モモンガ
300、犬猫100

平成２２年１月２２日 09030

85 住吉　満貴子 八幡西区折尾1-1-26 販売 犬8 平成２２年２月２４日 09031

86 廣吉　英樹 門司区大字大積400番地 販売 鶏100 平成２２年３月３日 09035

87 小西　みどり GREEN-LAND
小倉北区熊本三丁目１２番５０
号

販売 犬（20） 平成２２年３月１５日 09038

88 松田　京子
Dog　Salon
COLOR

小倉北区井堀3-9-26 保管 犬猫（10） 平成２２年３月３０日 09039

89 山本　有香子
ドッグサロン　こつ
ぶ

八幡東区尾倉二丁目７番３号 保管 犬4 平成２２年６月９日 １００１０

90 小田　久恵
Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ
プリンセス　プリン

門司区東門司一丁目８番２４号 保管 犬10 平成２２年１１月２９日 １００２０

91 森高　裕士
WOODY　DOG
SCHOOL

八幡西区大膳二丁目１８番１４
号

訓練 犬2 平成２２年１２月２０日 １００２３

92 森高　裕士
WOODY　DOG
SCHOOL

八幡西区大膳二丁目１８番１４
号

保管 犬6 平成２２年１２月２０日 １００２４

93 森高　裕士
WOODY　DOG
SCHOOL

八幡西区大膳二丁目１８番１４
号

販売 犬8 平成２２年１２月２０日 １００２５

94
北九州市立自然史・歴史博物
館
館長　伊澤　雅子

北九州市立自然史・
歴史博物館

八幡東区東田二丁目４番１号 展示
は虫類・　　　　　哺乳

類
平成２３年６月２３日 １１００４

95 椛山　由美
Wan Garten
アセルの魔法

小倉南区葛原本町一丁目５番１
５号

販売
犬30、トカゲ2、モ

モンガ5、鳥2
平成２３年７月１日 １１００８

96 松崎　美惠 HUWAN 小倉北区篠崎五丁目２６番７号 保管 犬5 平成２３年７月２０日 １１０１３



整理
番号

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事業所の名称 事業所の所在地 取扱業の種別
主として取り扱う動

物の種類及び数
登　 録
年月日

登　録
番　号

97 松崎　美惠 HUWAN 小倉北区篠崎五丁目２６番７号 販売 犬5 平成２３年７月２０日 １１０１４

98 松崎　美惠 HUWAN 小倉北区篠崎五丁目２６番７号 訓練 犬5 平成２３年７月２０日 １１０１５

99
株式会社　Ｇｒｏｗｓ
代表取締役　佐藤　多佳代

FUKUOKA DOG
ACADEMY
ＰｅＰｅ ＤＯＧ

若松区塩屋二丁目１番１１号 訓練 犬15 平成２３年９月１日 １１０１８

100
株式会社　Ｇｒｏｗｓ
代表取締役　佐藤　多佳代

FUKUOKA DOG
ACADEMY
ＰｅＰｅ ＤＯＧ

若松区塩屋二丁目１番１１号 保管 犬猫10 平成２３年９月１日 １１０１９

101 岡野　一彦 ダックス・ジャパン 八幡西区大字浅川１１８０番地９ 販売 犬20 平成２３年１０月１８日 １１０２３

102 羽田　礼子 Ｓｎｏｗ・Ｂｅｌｌｅ
小倉北区井堀一丁目２６番１７
-田園ビル１０１号

保管 犬 平成２３年１１月１日 １１０２４

103 原田　友美
ペットサロン　Dog
‐Tea

八幡西区萩原二丁目３番１５号 保管 犬 平成２３年１２月１３日 １１０２６

104
株式会社AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス八幡東
店

八幡東区東田三丁目２番１０２
号
イオンモール八幡東１階

販売 犬34猫8 平成２３年１１月１８日 １１０２７

105
株式会社AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス八幡東
店

八幡東区東田三丁目２番１０２
号
イオンモール八幡東１階

貸出し 犬34猫8 平成２３年１１月１８日 １１０２８

106
イオンペット株式会社
代表取締役　米津　一郎

ペテモ八幡東店
八幡東区東田３丁目２番-１０２
号
ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東　１F

保管 犬47・猫3 平成２４年２月２１日 １１０３１

107
株式会社U・M・ｉ
代表取締役　谷　美紀

ＨＡＰＰＹ　ＤＯＧ
小倉南区沼新町一丁目１番２０
号

保管 犬５ 平成２４年２月２４日 １１０３４

108 山中　宏 小嶺豆柴宏荘 八幡西区小嶺二丁目５番５号 販売 犬9 平成２４年１１月７日 12004

109
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課
課長　藤本　将志

ひびき動物ワールド 若松区大字竹並２８６番地 販売 哺乳類3種300点 平成２４年６月１日 12006

110
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課
課長　藤本　将志

到津の森公園 小倉北区上到津四丁目１番８号 販売
哺乳類268
鳥類116
爬虫類41

平成２４年６月１日 12007

111 吉田　由香 ｍｉｒｕｐｏ 若松区今光三丁目2番41号 保管 犬5 平成２４年６月４日 12009

112 松崎　美惠 HUWAN 小倉北区篠崎五丁目２６番７号 貸出し 犬1 平成２４年８月９日 １２０１２

113 中尾　鷹陽 Ｈｅａｄ　Ｂａｄ 八幡西区楠橋西1-7-6 販売 爬虫類・猛禽類 平成２４年９月５日 12014

114
株式会社　ビースパ
代表取締役　樫山　司

ビースパ小倉北店
小倉北区中井五丁目14番12
号

保管 犬15　猫5 平成２４年９月１６日 12016

115
株式会社DSK商事　代表取
締役　佐藤　賢一

ドッグハウス　エス・
ケー
曽根店

小倉南区津田新町四丁目１番２
８号

販売 犬60　猫2 平成２４年１０月１３日 １２０１８

116
株式会社DSK商事　代表取
締役　佐藤　賢一

ドッグハウス　エス・
ケー
曽根店

小倉南区津田新町四丁目１番２
８号

保管 犬12　猫2 平成２４年１０月１３日 １２０１９

117 大庭　寿美 Cattery　RENGE
小倉南区舞ヶ丘五丁目５番２８
号

販売 猫16 平成２４年１２月２０日 12027

118
株式会社　DIPS
代表取締役　水本　智美

ペットサロン
Dspace

小倉南区蒲生二丁目2番30号 保管 犬30　猫30 平成２５年２月１４日 12029

119 川村　厚子 スターリトル 若松区青葉台南2-13-20 販売 犬10 平成２５年３月６日 12031

120
有限会社　関門動物病院
代表取締役　八木田　壽俊

関門動物病院 門司区黒川西一丁目4番7号 保管 犬　猫 平成２５年２月２０日 12033



整理
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氏名（法人にあっては、
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121 山浦　美紀
Cｈieｎ　de
ChouChou

八幡東区祝町1-9-20 販売 犬20 平成２５年４月３日 13002

122 林　由美子 林　由美子 小倉南区沼新町3-11-25 販売 犬2 平成２５年６月１日 13003

123 松田　淳嗣
PRINCESS
MAGIC　JP

小倉南区東貫3-4-13 販売 犬10 平成２５年６月３日 13005

124 加藤　ますみ
Dog's Life
Support

小倉南区母原内河野924 販売 犬 平成２５年６月７日 13006

125 加藤　ますみ
Dog's Life
Support

小倉南区母原内河野924 保管 犬 平成２５年６月７日 13007

126 加藤　ますみ
Dog's Life
Support

小倉南区母原内河野924 訓練 犬 平成２５年６月７日 13008

127
株式会社 ペテック
代表取締役　福本大吾

五条ペット
ナフコ小倉北店

小倉北区末広2-1-2 販売 犬12猫10 平成２５年６月２０日 13012

128
株式会社 ペテック
代表取締役　福本大吾

五条ペット
ナフコ小倉北店

小倉北区末広2-1-2 保管 犬12猫11 平成２５年６月２０日 13013

129 大杉　良明 タカスグリーンヒル 若松区高須東4-10-29 販売 小鳥（100羽） 平成２５年７月９日 13014

130 徳田 圭仁 とくた動物病院 若松区塩屋3-7-11 保管 犬（9）猫（6） 平成２５年９月２日 13021

131 豊永　由香利
Cattery
Gringotts

八幡東区茶屋町4-5 販売 猫10 平成２５年９月２４日 13022

132 石内　浩隆
シルバースレッヂ犬
舎

八幡西区馬場山緑6-3 販売 犬10 平成２５年１０月２４日 13025

133 小松田　誠
ペットシッター ヘル
パー

八幡西区折尾4-3-4-302 保管
哺乳類、鳥類、爬虫

類
平成２５年１０月２３日 13028

134 田代　浩平 田代ドッグスクール 八幡西区東神原町1-14 訓練 犬10 平成２５年１０月２８日 13030

135 寺田　央子
ワールドビクトリー
犬舎

門司区吉志375-4 販売 犬10 平成２５年１１月２６日 13031

136 戸内　博一 犬の床屋 もこもこ 門司区柄杓田813-4 保管 犬 平成２５年１１月１０日 13034

137 伊藤　麻紀
ペットサポートone
color

小倉南区石田南3-6-52 保管 犬5 平成２５年１１月２０日 13036

138 秋吉 雅文 petsalonあきち 小倉南区徳力7-1-20-A-1 保管 犬8猫2 平成２５年１２月１７日 13040

139 内藤  由樹
ドッグサロン
てんてん

小倉南区若園3-10-1 保管 犬猫5 平成２６年２月１日 13042

140 肱岡　伸一 サンチーク 八幡西区上の原4-25-12 販売 鳥20 平成２６年３月５日 13046

141
(同）アニマルファクトリー
代表社員　佐野健吾

合同会社　アニマル
ファクトリー

八幡西区穴生1-15-25-101 展示
哺乳類(ﾎﾟﾆｰ等)・鳥
類(家禽類)・爬虫類

(ﾍﾋﾞ等）
平成２６年３月１９日 13047

142 木下 美華
Boo　Boo
Monsterｓ

八幡東区槻田2-11-1 販売 犬（50） 平成２６年４月３０日 14003

143 中村 千夏子
PET SITTER
NAKAMURA

小倉南区津田3-15-31 保管 犬･猫等（10） 平成２６年５月１日 14004

144 豊永　宏二 豊永ウインド 若松区二島5-2-37 販売 猫8 平成２６年５月２９日 14009
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145 山田 ルミ 碧１７工房 小倉北区神岳1-1-19-705 販売 猫6 平成２６年８月１日 14016

146
(株)AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス黒崎店 八幡西区西曲里町4-1 販売
犬（11）　　　　　猫

（2）
平成２６年８月２８日 14020

147
(株)AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス黒崎店 八幡西区西曲里町4-1 貸出し
犬（11）　　　　　猫

（2）
平成２６年８月２８日 14021

148 大津　邦生
家族としての犬のし
つけ

小倉南区葛原3丁目7-16 訓練 犬 平成２６年１０月６日 14024

149 和田森　英雄 ドッグふれんず 小倉南区若園1-14-29 保管 犬12　猫 平成２６年１１月１日 14025

150 前川　由佳 ｎａｔｓｕｋｉｃｈｉ 小倉北区黄金1-13-8 保管 犬10 平成２６年１２月１１日 14026

151 杉本　修
ペットサロン
シャンプワン

八幡西区藤原2-15-20 保管 犬5 平成２７年１月２８日 14029

152 森保　香代子 ドッグハウス１０１ 八幡西区西川頭町7-6 販売 犬2 平成２７年２月２４日 14030

153 大塚　紫穂梨
DOG　WAN
CANARIS

小倉北区木町３丁目１番１７-１
号

保管 犬5 平成２７年４月３日 １４０３１

154
㈱井手動物病院
代表取締役　井手誠二

井手動物病院 戸畑区東大谷一丁目４番２０号 保管 犬8　猫10 平成２７年４月８日 １５００１

155 溝上　善規
ドッグサロン　イヌク
ロ

小倉南区富士見一丁目３番９号 保管 犬10 平成２７年４月２０日 １５００２

156 馬場 桂子 五匹の猫
小倉北区片野新町３丁目１番１
２号-1F

展示 猫 平成２７年６月２日 １５００７

157 西原　啓二
有料犬猫Living　あ
らもーど

門司区葛葉二丁目７番７号 保管
犬・猫　　　　　　　フ

クロモモンガ
平成２７年７月２２日 １５０１３

158 西原　啓二
有料犬猫Living　あ
らもーど

門司区葛葉二丁目７番７号 譲受飼養
犬・猫　　　　　　　フ

クロモモンガ
平成２７年７月２２日 １５０１４

159 田中 七緒 ドッグサロン　Rose 八幡西区陣原四丁目３番９号 保管 犬（5） 平成２７年８月３日 １５０１５

160 花田 恵理子
ドッグサロン　おは
な

小倉南区津田新町一丁目１６番
３７号

保管 犬（4） 平成２７年８月１７日 １５０１７

161
(株)AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス黒崎店 八幡西区西曲里町4-1 保管 犬（2）猫（1） 平成２７年８月１８日 15018

162
株式会社AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス八幡東
店

八幡東区東田三丁目２番１０２
号
イオンモール八幡東１階

保管 犬(5)猫(2) 平成２７年８月１８日 １５０１９

163 井手口 麻衣 プティーワン 小倉北区高坊二丁目８番５号 販売 犬(5) 平成２７年８月２７日 １５０２０

164 井手口 麻衣 プティーワン 小倉北区高坊二丁目８番５号 保管 犬(5) 平成２７年８月２７日 １５０２１

165
株式会社 Herz
代表取締役　安藤 崇則

ハートウィル動物病
院

戸畑区沖台一丁目２番１４号 保管 犬(3)猫(2) 平成２７年８月２７日 １５０２２

166
株式会社 Coo＆RIKU 　東
日本
代表取締役　小林　大史

 ペットショップ
Coo＆RIKU 黒崎
店

八幡西区茶売町１番８号 販売 犬（58）猫（15） 平成２７年１２月１４日 15031

167
株式会社 Coo＆RIKU 　東
日本
代表取締役　小林　大史

 ペットショップ
Coo＆RIKU 黒崎
店

八幡西区茶売町１番８号 保管 犬（10）猫（3） 平成２７年１２月１４日 15032

168 藤原 優希 Calm dogs
小倉南区守恒二丁目１０番１－
２－１０３号

訓練 犬（3） 平成２８年１月４日 １５０３６
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169
株式会社ウイング
代表取締役　三橋巌根

ペッツマックス小倉
北店
ケロルのペットショッ
プ

小倉北区西港町9番16号 販売
犬・猫・兎・ハムス

ター
平成２８年１月６日 15037

170
株式会社ウイング
代表取締役　三橋巌根

ペッツマックス小倉
コクラキ

北店
タテン

ケロルのペットショッ

小倉北区西港町9番16号 保管 犬 平成２８年１月６日 15038

171
株式会社ウイング
代表取締役　三橋巌根

ペッツマックス
八幡東店

八幡東区東田一丁目4番22号 販売
犬12・猫4　　　小動

物
平成２８年１月６日 15039

172
株式会社ウイング
代表取締役　三橋巌根

ペッツマックス
八幡東店

八幡東区東田一丁目4番22号 保管
犬12・猫4　　　　小

動物
平成２８年１月６日 15040

173 金川 英樹 Wan Life 小倉北区重住三丁目７番１号 保管 犬(8) 平成２８年２月４日 １５０４４

174 金川 英樹 Wan Life 小倉北区重住三丁目７番１号 訓練 犬(20） 平成２８年２月４日 １５０４５

175 前田 美喜
dog salon さんぽ
みち

小倉南区長尾1丁目９番３０号 保管 犬（3） 平成２８年２月４日 １５０４７

176
有限会社 バンビ
代表取締役　西胤　聡一

洗って温泉ペットの
ビースパ小倉東店

小倉南区田原三丁目１６番２３
号

保管 犬20・猫10 平成２８年２月２４日 １５０４９

177 小森 大雅
DOG SALON
FOREST

小倉南区上吉田一丁目６番３号 保管 犬（5） 平成２８年３月２３日 １５０５０

178 松本　恵
トリミングルーム　か
なた

門司区光町一丁目3番32号 保管 犬 平成２８年３月１１日 15053

179 池淵 美佳
dog trimming
mimi

小倉南区南方一丁目7番18号 保管 犬5 平成２８年３月３０日 15055

180 原田　夏美
Dog salon
SINAMON

八幡東区祇園四丁目２番１８－
２号

保管 犬5 平成２８年４月１日 １６００１

181
株式会社ルークス
代表取締役 酒井康二

ライト動物病院 小倉北区中井五丁目１１番６号 保管 犬・猫・兎等 平成２８年４月２６日 １６００７

182 中村 千夏子
DOG TRAINER
NAKAMURA

小倉南区津田三丁目１５番３１
号

訓練 犬（3） 平成２８年６月９日 １６０１０

183 中田 陽子
わんちゃんの美容室
りん

小倉南区下吉田四丁目１３番２
４号

保管 犬（2） 平成２８年７月５日 １６０１１

184 尾形 美玲 合同会社　しっぽ
小倉北区小文字一丁目１３番４
号

保管
犬5・猫4・うさぎ・モ

ルモット
平成２８年７月１４日 １６０１４

185
株式会社Little by little
代表取締役　出羽　克規

ペットシッター
Smile

小倉北区香春口二丁目１番２０
号-1F

販売 犬8 平成２８年８月２日 １６０１５

186
株式会社Little by little
代表取締役　出羽　克規

ペットシッター
Smile

小倉北区香春口二丁目１番２０
号-1F

保管 平成２８年８月２日 １６０１６

187 和田 猛 医生ヶ丘動物病院 若松区塩屋三丁目３４番１０号 保管 犬・猫20 平成２８年８月１日 １６０１８

188
イオンペット株式会社
代表取締役　米津　一郎

PeTeMo
Beauty Salon
小倉南店

小倉南区下曽根新町１０番１号
ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ小倉2F

保管 犬35・猫12 平成２８年９月２日 １６０１９

189
株式会社AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス小倉南
店

小倉南区下曽根新町１０番１号
ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ小倉SC2階

販売 犬16・猫4 平成２８年９月８日 １６０２０

190
株式会社AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス小倉南
店

小倉南区下曽根新町１０番１号
ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ小倉SC2階

保管 犬16・猫4 平成２８年９月８日 １６０２１

191
株式会社AHB
代表取締役　川口　雅章

ペットプラス小倉南
店

小倉南区下曽根新町１０番１号
ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ小倉SC2階

貸出し 犬4・猫2 平成２８年９月８日 １６０２２

192 堀尾　治子 ペットサロンＰｉｔｔ 門司区東本町二丁目６番２７号 保管 犬3・猫3 平成２８年１０月３日 １６０２３



整理
番号

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事業所の名称 事業所の所在地 取扱業の種別
主として取り扱う動

物の種類及び数
登　 録
年月日

登　録
番　号

193 尾形　美玲 合同会社しっぽ
小倉北区小文字1丁目１３番４
号

譲受飼養 犬・猫5 平成２８年９月２６日 １６０２５

194 山口　潤 パーティー 小倉北区鍛治町一丁目９番８号 保管 犬60 平成２８年９月２７日 １６０２６

195 尾形　美玲 合同会社しっぽ
小倉北区小文字1丁目１３番４
号

展示 犬・猫・兎 平成２８年９月２９日 １６０２７

196 岡﨑　佳予子
Dog salon
Tonoue

門司区柳町一丁目１５番７号 保管 犬5 平成２８年１１月１０日 １６０３４

197 金堀 春妃 ももんが丘 小倉北区篠崎五丁目４１番４号 販売 ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ(10) 平成２８年１２月６日 16036

198 木野 世美 猫のペットシッター
小倉南区葛原二丁目２２番２８
号

保管 猫 平成２８年１２月２２日 16038

199 菊次 充宥 ドッグサロン・きなこ 若松区二島三丁目２番７号 保管 犬6 平成２９年１月１１日 １６０３９

200 岩﨑 浩司 アニ・メイト動物病院
小倉南区徳力六丁目１５番１３
号

保管 犬8・猫5 平成２９年１月１６日 16042

201 前田 朱美 キュート エンジェル 戸畑区牧山四丁目１１番４０号 保管 犬（5) 平成２９年２月１日 16043

202 伊﨑 由美子 ねこ屋 しゅうtan 若松区安瀬１６番地１ 販売

猫13・犬1・ﾊﾘﾈｽﾞﾐ5
小動物（ﾃﾞｸﾞｰ、ﾊﾑｽ

ﾀｰ、ﾁﾝﾁﾗ）5
鳥（ｾｷｾｲｲﾝｺ、ｵｶﾒｲﾝ

平成２９年１月３１日 16044

203 鳥谷 聡美 ルシアン
小倉南区中曽根二丁目６番６１
号

保管 犬5・猫5 平成２９年２月２２日 １６０４５

204 原 智恵子 トレミニヨン
小倉北区新高田二丁目１９番９
号

保管 犬8 平成２９年３月７日 １６０４６

205 宮本 美弥子 PINK・ANGEL 門司区田野浦１１７９番地８ 販売 犬8 平成２９年３月２３日 １６０４７

206 新井 理愛
LIEN DIAMANT
JP

八幡西区上の原一丁目5番
24-203号

販売 犬・猫9 平成２９年３月２４日 16048

207 新井 理愛
LIEN DIAMANT
JP

八幡西区上の原一丁目5番
24-203号

保管 犬・猫9 平成２９年３月２４日 16049

208 上野 順子 ブリーダーMONE 門司区畑田町４番１号 販売 犬20 平成２９年５月７日 １７００１

209 大池　翔太
フクロウと小動物の
お店　鷹翔

小倉南区新道寺1204番地 販売
鳥5・ﾓﾓﾝｶﾞ6
ﾊﾘﾈｽﾞﾐ20

平成２９年５月１０日 １７００３

210 大池　翔太
フクロウと小動物の
お店　鷹翔

小倉南区新道寺1204番地 保管 鳥5 平成２９年５月１０日 １７００４

211 大池　翔太
フクロウと小動物の
お店　鷹翔

小倉南区新道寺1204番地 展示 鳥5 平成２９年５月１０日 １７００７

212 照山　京子 Dog　Star
若松区ひびきの南二丁目１６番
２３号

保管 犬3 平成２９年７月１１日 17008

213 徳重　亜好沙
dog salon
BISUKE

八幡西区紅梅四丁目４番２　ﾊﾞ
ｸﾞｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ－101号

保管 犬5 平成２９年５月２９日 １７００９

214 浅　智子
Cat Mon 美　caf
é

北九州市門司区下馬寄７番２８
号

展示 猫12 平成２９年６月８日 １７０１１

215 若林 祥平
GROOVY DOG
（グルドック）

小倉南区守恒五丁目８番３１号 保管 犬（4） 平成２９年７月２７日 １７０１２

216 原口　眞美 フクモモangel
八幡西区石坂一丁目１番３ ｱﾝｿ
ﾚｲﾕｺ-ﾎﾟｲｵﾝ-104号

販売
ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ（60）

小動物
インコ

平成２９年６月２６日 １７０１４



整理
番号

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）
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217 落　ゆかり 犬処　ごっど 小倉南区大字貫１７９５番地 保管 犬4 平成２９年６月２８日 １７０１７

218 宮崎　仁志 ｅｓａ屋
小倉北区中井二丁目１８番１３
号

販売
マウス（1000）

爬虫類(2)
猛禽類(40)

平成２９年７月２０日 １７０２３

219 北田　知義 きただグリーン 若松区大字小石1839番地13 販売 は虫類4 平成２９年９月７日 17025

220 石渡　順子 犬の床屋　ぶる
小倉北区霧ヶ丘三丁目17番
23号

保管 犬(5),猫 平成２９年８月３０日 17026

221 立花 美幸 ドッグドリーム
小倉北区片野新町二丁目11番
4号

保管 犬（10）・猫（2） 平成２９年１０月１７日 17030

222 荒木 晴美
トータルライフサ
ポートLaughing
dogs

八幡東区祝町一丁目１６番１７
号

訓練 犬（15） 平成２９年１０月２５日 １７０３１

223 荒木 晴美
トータルライフサ
ポートLaughing
dogs

八幡東区祝町一丁目１６番１７
号

保管 犬（15） 平成２９年１０月２５日 １７０３２

224
有限会社 メディア・ネット
    取締役　奥野  夢妃

アクアプランテー
ション　グッピー

若松区高須西二丁目１番７号 保管
鳥類70・爬虫類兎

60・哺乳類55
平成２９年１０月３０日 １７０３３

225 関　一弥 せき動物病院 門司区柳町二丁目１０番５号 保管 犬10・猫1 平成２９年１２月２６日 17034

226 岸　勝彦 八幡警察犬訓練所 若松区大字有毛７２８番地８ 貸出し 犬2 平成２９年１２月２７日 17035

227 鳥谷 聡美 ルシアン
小倉南区中曽根二丁目６番６１
号

販売 犬5・猫5 平成３０年１月１８日 17037

228 北田 聡美 ねこはち
小倉北区三萩野2丁目1-6　津
田第6ビル504号

展示 猫5 平成３０年４月２４日 17038

229 石川 美保子
ドッグサロン
ホットドッグ

小倉北区皿山町22-23 保管 犬2 平成３０年１月２５日 17039

230 長尾　耕平 アンタコンパニー
八幡西区永犬丸五丁目３番１５
号

販売 犬2 平成３０年１月２４日 17040

231 藤原　裕子
猫のシッター　猫処
またたび

若松区浜町二丁目１４番２３号 保管 猫10 平成３０年２月２２日 17042

232
株式会社AMC小倉
代表取締役　矢吹 淳

小倉動物病院 小倉北区若富士町8-3 保管 犬・猫8 平成３０年４月８日 17044

233 後藤　永子 Crystal Cats 若松区東二島1-10-9 販売 猫20 平成３０年３月３０日 17045

234
（株）ワールドインテック
代表取締役　伊井田栄吉

北九州市立総合農
事センター

小倉南区横代東町1-6-1 展示
ﾎﾟﾆｰ6・ﾔｷﾞ2・

ﾊﾘﾈｽﾞﾐ3・ｶﾋﾟﾊﾞﾗ3ﾓ
ﾙﾓｯﾄ12・ｳｻｷﾞ3

平成３０年３月２８日 １７０４６

235 片岡　嘉奈子
ペットサロン
Pooka style

八幡西区丸尾町7-44 保管 犬・猫 平成３０年４月１１日 17047

236 原　あゆみ 八幡西区松寿山3-12-10 販売
ウロコインコ（2）

セキセイインコ(2)
平成３０年４月１８日 17048

237
有限会社ほなみ
代表取締役　藤井　仁博

レップファクトリー 小倉北区金田二丁目1-15 販売

ハリネズミ(5)
フクロモモンガ（5）

カメ（30）
ヤモリ（50）

平成３０年４月９日 17050

238 石蔵 恭子 八幡東区清田4-24-3 保管 犬（5） 平成３０年４月９日 18001

239 石蔵 恭子 八幡東区清田4-24-3 訓練 犬（１） 平成３０年４月９日 18002

240 田端　華織 門司区恒見町22-43 販売 犬5 平成３０年４月２５日 18003
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241 若松　知子
ペットの美容室わ
ん’ず

小倉北区黒原3-16-15-1 保管 犬10 平成３０年５月２４日 18005

242 木ノ原 たまみ
ペットライフサポート
サロン　lovely
Tico

八幡西区楠橋東1-4-8 保管 犬5 平成３０年６月１４日 18006

243
(株)ラ・シャット
代表取締役　松村　明

ラ・シャット 小倉北区船場町1-1 展示 猫60 平成３０年７月２日 18007

244 古賀 敏彦 バードハウスkoko 小倉南区志井3丁目15-13 販売 小鳥20 平成３０年７月１８日 18008

245
株式会社Little by little
代表取締役　出羽　克規

株式会社Little by
little

小倉南区蒲生4丁目2-28 販売 犬3 平成３０年８月６日 18009

246
株式会社Little by little
代表取締役　出羽　克規

株式会社Little by
little

小倉南区蒲生4丁目2-28 保管 犬3 平成３０年８月６日 18010

247 白川 由美
Dog Salon
Fuwari

八幡東区宮の町2丁目9-3 保管 犬5 平成３０年８月６日 18011

248 多加喜　紀代子 ペパーランド 若松区赤崎町1-28 販売 犬4～6 平成３０年８月８日 18012

249 上村　ゆかり
Smile maker
shu

小倉北区白銀2-2-8 保管 犬、猫、小動物、小鳥 平成３０年８月９日 18013

250 冷牟田 真貴子 あうるカフェ 八幡西区浅川2-21-18 展示 梟（3） 平成３０年８月９日 18014

251 黒川 理枝子 CK　happy 八幡西区堀川町1-7 保管 犬1 平成３０年８月２４日 18015

252 後藤 瞳 prunelle 若松区東二島1-10-9 販売 猫20 平成３０年８月３１日 18016

253 寺田　吉孝
ドッグタウンビス
ケット

小倉北区中井1-32-2 保管 犬5 平成３０年９月１８日 18017

254 山本　茂美 レトロNIYAN 門司区錦町12-8 展示 猫7 平成３０年９月２８日 18018

255 宮光　佑未子
dog salon ｊｏｉｅ -
ｼﾞｮﾜ－

八幡西区熊手1-2-22-205 保管 犬（3） 平成３０年１１月６日 18022

256 加藤　ますみ
Dog's Life
Support

小倉南区母原内河野924 貸出し 犬(3) 平成３０年１１月１３日 18023

257
（株)T.S.S.
代表取締役　斎藤 猛彦

Bow Wow
Daimon

小倉北区大門1-4-5 保管 犬(5) 平成３１年２月１０日 18024

258 國弘 くるみ
北九州動物ペットハ
ウス　　　　くーちゃ
ん

小倉南区朽網東1丁目18-26 販売 ミニブタ(8）等 平成３０年１２月１１日 18025

259 國弘 くるみ
北九州動物ペットハ
ウス　　　　くーちゃ
ん

小倉南区朽網東1丁目18-26 保管 犬(3)猫(3) 平成３０年１２月１１日 18026

260 髙橋 輝陽 あおはる堂 小倉南区津田新町4-6-5 保管 犬(2)猫(2)鳥(2) 平成３１年１月１０日 18027

261 長尾 理子 理子漢方薬 八幡東区中尾3-9-7 販売
ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ（50）

平成３１年１月３０日 18028

262 柴代　香織
Dog House
Dream

八幡西区笹田914-5 販売 犬(9) 平成３１年２月１日 18029

263
有限会社ほなみ
代表取締役　藤井　仁博

レップファクトリー 小倉北区金田2-1-15 保管 爬虫類（40） 平成３１年２月６日 18030

264
有限会社ほなみ
代表取締役　藤井　仁博

レップファクトリー 小倉北区金田2-1-15 貸出し
ハリネズミ(5)
ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ(5)
爬虫類（60）

平成３１年２月６日 18031



整理
番号

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事業所の名称 事業所の所在地 取扱業の種別
主として取り扱う動

物の種類及び数
登　 録
年月日

登　録
番　号

265 森　美緒 Innocent Eyes 小倉南区沼新町2-1-27 販売 犬(8) 平成３１年２月１５日 18032

266
株式会社FUJIKI
代表取締役　藤木　智

Ｍａｉｓｏｎ　de
LATTE

八幡西区北筑2-14-20 販売 猫（10） 平成３１年２月１８日 18033

267 井上　健一
門司港レトロ　どう
ぶつ王国

門司区栄町1-12 保管
犬(5)猫(5)小動物

(3)鳥(5)
平成３１年２月２６日 18034

268
PADEAR合同会社
代表社員　野田　直樹

かたのだ 小倉北区片野3-14-1 展示 犬(10) 平成３１年２月２７日 18035

269 丸尾 律子
ペットシッター
てるハウス

八幡東区日ノ出1丁目11-3 保管 犬(3) 平成３１年３月５日 18036

270 岩見　知恵美 Rose one 門司区白野江3-20-8 販売 犬(20) 平成３１年３月１５日 18037

271 小田 歩 あらちゃまる 八幡東区大宮町20-7 販売
爬虫類(12）ﾊﾑｽﾀｰ

(2)
平成３１年３月２２日 18038

272 松川　瑞季 凛 小倉南区新道寺297-3 販売
猛禽類
インコ
ﾁﾝﾁﾗ

令和１年５月２９日 19001

273 伊藤　希 MUSA＆NAGI 八幡西区木屋瀬2-6-4-1 販売 犬(10) 令和１年５月２８日 19002

274 伊藤　希 MUSA＆NAGI 八幡西区木屋瀬2-6-4-1 保管 犬(10) 令和１年５月２８日 19003

275 中西　美幸 中西 戸畑区正津町9-18-805 保管 犬 令和１年６月４日 19004

276 大林　太郎 いとうづ動物病院
小倉北区上到津二丁目４番１９
号

保管 犬、猫 令和１年６月６日 １９００５

277 永井　康彦
SHISHIRIN
HOUSE　JP

門司区長谷2-10-47 販売 犬(10) 令和２年３月２７日 19007

278 都留　優子 ペットサロンAmmy 八幡西区陣原5-2-8 保管 犬(5)猫(2) 令和１年７月１日 19008

279 伊﨑　由美子 ねこ屋 しゅうtan 若松区安瀬16-1 保管 犬猫10 令和１年６月２７日 19009

280 万　香織 Happy　Smile 八幡西区西神原町2-20 保管 犬・猫 令和１年７月２日 19010

281
有限会社　サクセス観光
代表取締役　星野　和生

いきもの
KINGDOM　in　北
九州

小倉北区浅野3-8-1 展示
哺乳類
鳥類

爬虫類
令和１年７月２１日 19011

282 曾我部　佑太郎
老犬・老猫ホーム
ペットホテル　Lien

門司区高田1-4-25-1F 保管 犬(20)、猫(10) 令和１年７月１２日 19012

283 曾我部　佑太郎
老犬・老猫ホーム
ペットホテル　Lien

門司区高田1-4-25-1F 譲受飼養 犬(20)、猫(10) 令和１年７月１２日 19013

284 森川　雅美 ｔｏｒｉｃｏｔ 小倉北区平松町2-1 販売 インコ 令和１年７月１８日 19014

285 木村　友昭
天然記念物柴犬保
存会　九州支部

戸畑区東大谷2-6-24 販売 犬5 令和１年７月１６日 19015

286
株式会社 ペテック
代表取締役　福本　大吾

五条ペット
ナフコ小倉南店

小倉南区上葛原一丁目１６番１
号

販売 犬8・猫4 令和１年８月３日 １９０１６

287
株式会社 ペテック
代表取締役　福本　大吾

五条ペット
ナフコ小倉南店

小倉南区上葛原一丁目１６番１
号

保管 犬・猫 令和１年８月３日 １９０１７

288 松島　慶明 SPERA 八幡西区引野一丁目5-11 保管 犬 令和１年９月８日 19018



整理
番号

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事業所の名称 事業所の所在地 取扱業の種別
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登　 録
年月日

登　録
番　号

289 藤原　千絵
Ｄｏｇ　salon

Perro
八幡西区真名子2-13-5 保管 犬 令和１年８月２６日 19019

290 今川　恵里
Dog　Salon
Embrace.

小倉南区葛原1-12-30-104 保管 犬、猫 令和１年１０月１８日 19025

291 伊與田　一
IYOTAホースクラ
ブ

若松区乙丸1395-1 展示 馬12 令和１年１０月１７日 19026

292 髙橋　博志
アニマルライフサ
ポート　Moon
Bow

門司区伊川731-3 保管 犬3猫4小動物2 令和１年１０月３１日 19030

293
株式会社　まごころ会
代表取締役　柳原　由加里

わんわんはうすｼｭｼｭ 八幡西区穴生4-17-22-808 展示 犬5 令和１年１１月２８日 19031

294 松尾　信晴 HERMANN 八幡西区楠橋西3-7-37 販売 カメ 令和１年１１月２９日 19032

295 西尾　裕美子
ペットショップ　R-
ワン

門司区清見佐夜町２番３２号 展示 犬（4） 令和２年１月１４日 １９０３３

296 西尾　裕美子
ペットショップ　R-
ワン

門司区清見佐夜町２番３２号 販売 犬（4） 令和２年１月１４日 １９０３４

297 西尾　裕美子
ペットショップ　R-
ワン

門司区清見佐夜町２番３２号 保管 犬（4） 令和２年１月１４日 １９０３５

298 福光　安代
トリミングハウス　み
い

門司区葛葉1-1-9 保管 犬（10） 令和２年１月１４日 19036

299 福光　安代
トリミングハウス　み
い

門司区葛葉1-1-9 販売 犬（10） 令和２年１月１４日 19037

300 久保　久乃 縁 小倉南区徳吉東1-9-5 保管 犬・猫 令和２年１月１５日 19038

301
株式会社ブロニア
代表取締役　川越　富子

わんにゃんフェスタ
in福岡

小倉北区浅野3-8-1 販売 犬120、猫40 令和２年１月２０日 19039

302 富岡　志帆 富岡ドックスクール 戸畑区中原東3-12-15 訓練 犬 令和２年１月２４日 19040

303
イオンペット株式会社
代表取締役　米津　一郎

PETEMO
Beauty　Salon
黒崎店

八幡西区西曲里町４番１号
イオンタウン黒崎１F

保管 犬（22）、猫（3） 令和２年３月２日 １９０４２

304 井上　裕司
Strawberry
Finch

門司区大字畑1307 販売 鳥 令和２年３月２日 19043

305 中島　亜希子 amtina
八幡西区香月西二丁目１５番１
号

保管
犬、猫、

ウサギ、ハムスター
令和２年２月２５日 19044

306 野尻　智恵
DRAGON
SCALE

八幡西区陣原2-2-28-1209 販売 トカゲ、ヤモリ 令和２年３月３日 19045

307
PADEAR合同会社
代表社員　野田　直樹

パディア 小倉北区片野三丁目１４番１号 保管 犬15 令和２年３月２６日 １９０４７

308
PADEAR合同会社
代表社員　野田　直樹

パディア 小倉北区片野三丁目１４番１号 貸出し 犬5 令和２年３月２６日 １９０４８

309 藤井　一誠 門司港レップ 門司区東門司一丁目１０番５号 販売
リクガメ4
トカゲ3

令和２年３月１３日 １９０４９

310 山内　昌治
フライングバード
ショップ

若松区今光三丁目７番３２号 販売 インコ10 令和２年３月２５日 １９０５０

311 末田　潔
SIRUK　HOUSE
（シルクハウス）末田
潔

八幡西区小嶺台二丁目９番１７
号

販売 犬21 令和２年３月３１日 １９０５１

312 正木　愛美 OuLiK 若松区花野路一丁目２番４号 販売
ミーアキャット10
ヒョウモントカゲモ

ドキ10
令和２年４月９日 ２０００１



整理
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氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）
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313 廣瀬　仁彦 カドル動物病院
小倉南区長行東一丁目９番７号
-１階

保管 犬、猫、ウサギ 令和２年４月２日 ２０００２

314 熊沢　良治 　 八幡東区末広町１０番４号 販売 は虫類 令和２年４月８日 ２０００３

315 増本　翼 やんハリ
小倉南区北方三丁目７０番２０
－１０５号

販売 ハリネズミ２０ 令和２年４月２１日 ２０００７

316 松尾　洸弥 ｅｐｉｃ　ｒｅｐ
小倉南区富士見二丁目６番２２
-２０３号

販売 は虫類 令和２年４月２３日 ２０００８

317 大城　憲子 Petit・Petit 小倉南区沼緑町二丁目３番５号 販売 犬30 令和２年４月３０日 ２０００９

318
株式会社 ビースパ
 代表取締役　樫山　司

ビースパ　則松店 八幡西区則松四丁目７番２０号 保管 犬30、猫10 令和２年５月７日 ２００１０

319 山口　妙子 北九州ラビット
小倉北区下到津四丁目１４番５
号

販売 ウサギ30 令和元年５月１１日 ２００１１

320 山口　妙子 北九州ラビット
小倉北区下到津四丁目１４番５
号

保管 ウサギ24 令和元年５月１１日 ２００１２

321 田中　由美子 犬の美容室 八幡西区若葉二丁目１１番１１号 保管 犬１ 令和元年５月２１日 ２００１３

322 伊豆　尚美 マハロ 門司区丸山一丁目１２番２７号 保管 犬・猫（６) 令和元年７月３日 ２００１５

323 岩野　加奈子 WANCHI 門司区中二十町８番３号 販売
犬(20)、ﾊﾑｽﾀー
(20)、ﾊﾟﾝﾀﾞﾏｳｽ
(40)、ﾁﾝﾁﾗ(5)

令和元年５月２１日 ２００１６

324 江﨑　優花
Reptile　Garage
LEGARO

小倉北区赤坂二丁目１８番４７
－A202号

販売 ﾔﾓﾘ 令和元年５月２６日 ２００１７

325 　浅井　裕美
かめれよん
kindergarten

門司区高田二丁目３番２１号 販売
カメレオン、トカゲ、

ヤモリ、イグアナ
令和２年５月２６日 ２００１９

326 清水　早苗  八幡東区昭和一丁目６番１７番 保管 犬猫（５） 令和元年５月２８日 ２００２１

327 高倉　亜木子 blomstra
八幡西区浅川学園台一丁目１４
番６号

販売
犬９、猫１３

トカゲ２、ヘビ２
令和元年６月９日 ２００２２

328
株式会社ウィング
代表取締役　三橋　巌根

I　KINGDOM 八幡東区荒手二丁目１２番４号 販売 犬4、猫4 令和元年６月１６日 ２００２３

329 諌山　みき 犬の美容室　空
八幡西区日吉台三丁目６番２０
号

保管 犬、猫 令和元年８月１３日 ２００２４

330 矢野　朝美
DCMダイキ黒崎店
動物の森

八幡西区東曲里町２番１７号 販売
犬5、猫5、ハムス
ター10、ウサギ3

令和元年８月２４日 ２００２６

331 矢野　朝美
DCMダイキ黒崎店
動物の森

八幡西区東曲里町２番１７号 保管 犬6、猫3 令和元年８月２４日 ２００２７

332 多加喜　紀代子
ペットハウス
あぷりこっと

若松区中畑町１０番５４号 保管 犬2 令和元年９月１５日 ２００２８

333 山下　信幸
ねこのいるカフェ
小倉猫茶家

小倉北区魚町三丁目4番3号
バザーリ小倉5階

展示 猫10 令和元年１０月１６日 ２００３０

334
株式会社ケイネスト
　代表取締役　小泉　伊織

株式会社ケイネスト 八幡西区別当町３番２４号 保管
犬5、猫5、ウサギ
6、ハリネズミ6、イ

ンコ類9
令和元年１０月２８日 ２００３１

335
株式会社Ａｖｅｎｉｒ
代表取締役　橋本　吉治

㈱Avenir　ペット
ショップ　ジョージ

門司区大里新町６番６号 販売 犬・鳥 令和元年１２月１０日 ２００３２

336 岡田　洋子 M－buru 若松区青葉台西二丁目１番１号 販売 犬 令和元年１２月１８日 ２００３３
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337 花田　弘紀 　 八幡西区金剛一丁目９番１０号 販売 犬 令和元年１２月１８日 ２００３４

338 丹本　陽平 Ａ　ｃａｆｅ 小倉北区高尾二丁目１１番１０号 展示
ﾏｲｸﾛﾌﾞﾀ、ﾌｸﾛｳ、ﾄｶ

ｹﾞ、ﾍﾋﾞ
令和元年１２月２４日 ２００３５

339 丹本　陽平 Ａ　ｃａｆｅ 小倉北区高尾二丁目１１番１０号 販売
ﾏｲｸﾛﾌﾞﾀ、ﾌｸﾛｳ、ﾄｶ

ｹﾞ、ﾍﾋﾞ
令和元年１２月２４日 ２００３６

340 丹本　陽平 Ａ　ｃａｆｅ 小倉北区高尾二丁目１１番１０号 保管
ﾏｲｸﾛﾌﾞﾀ、ﾌｸﾛｳ、ﾄｶ

ｹﾞ、ﾍﾋﾞ
令和元年１２月２４日 ２００３７

341 古川　雅子 CORE-style 若松区頓田７６４番地５ 訓練 犬、猫 令和元年１２月２４日 ２００３８

342 古川　雅子 CORE-style 若松区頓田７６４番地５ 保管 犬、猫 令和元年１２月２４日 ２００３９

343 飯浦　里奈
ドックサロン
Orage

八幡西区香月西二丁目７番９号 保管 犬、猫 令和元年１月１８日 ２００４０

344 松田　修弥
LEGEND
KENNELS

八幡西区割子川二丁目8番31号 販売 犬4 令和元年１月２１日 ２００４１

345 永津　奈都実
ドッグスクール　ＳＯ
Ｌ

小倉南区合馬１９６４番地１ 訓練 犬 令和元年１月２６日 ２００４２

346 中川　茂明 TORIMO
小倉北区高坊二丁目１２番６－
１０５号

保管 犬、猫（３） 令和元年３月１１日 ２００４３

347 登本　清美 企救乃誉荘
小倉南区下曽根四丁目１番２０
号

販売 犬６ 令和元年２月３日 ２００４４

348 横山　優樹
キャッテリー　優にゃ
ん

八幡西区大膳一丁目５番３号 販売 猫 令和３年２月１９日 ２００４５

349
株式会社わんわんハウス
代表取締役　大山田　真美

株式会社わんわんハ
ウス　片野本店

小倉北区片野二丁目２０番１８
号

販売 犬、猫 令和３年２月１９日 ２００４６

350
株式会社わんわんハウス
代表取締役　大山田　真美

株式会社わんわんハ
ウス　片野本店

小倉北区片野二丁目２０番１８
号

保管 犬、猫 令和３年２月１９日 ２００４７

351 城戸田　優 小倉南区徳力新町一丁目２１番１３号 販売 犬5 令和３年３月２２日 ２００４８

352 膳所　とみ子
ペットびようしつ
キャサリン

八幡西区茶屋の原三丁目１９番１５号 保管 犬1 令和３年３月３０日 ２００４９

353
合同会社　夢心
代表社員　吉松　洋平

Peer　Lab
小倉南区朽網西二丁目３番１１
号

保管
犬１０、フェレット３、
ウサギ６、フクロモモ
ンガ１、ハムスター５

令和３年４月２１日 ２１００１

354 椛山　由美
Wan Garten
アセルの魔法

小倉南区葛原本町一丁目５番１５号 保管 犬3 令和３年４月２７日 ２１００２

355 岡部　竜士
MARUSHIN
KENNEL

若松区大池町３３８－９１ 販売 犬4 令和３年５月２１日 ２１００３

356 石田　泰弘 若松区大字有毛１２９０番地８ 販売 犬50 令和３年５月１８日 ２１００４

357 石田　泰弘 若松区大字有毛１２９０番地８ 保管 犬5 令和３年５月１８日 ２１００５

358 折小野　三那子
ドッグハウス
BOSS

門司区中二十町１１番地７ 販売 犬6 令和３年５月２４日 ２１００６

359 吉田　静枝 　
小倉北区神岳一丁目１番１９－
６１４号

販売 犬5 令和３年６月２日 ２１００７

360 山下　恵理 ｅ． 小倉北区足立一丁目５番２７号 販売 ﾄｶｹﾞ21 令和３年６月２日 ２１００８
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361 杉浦　五月 門司警察犬訓練所 門司区大字吉志１３２番地１ 訓練 犬(30) 令和３年６月１６日 ２１００９

362 杉浦　五月 門司警察犬訓練所 門司区大字吉志１３２番地１ 保管 犬(30) 令和３年６月１６日 ２１０１０

363 杉浦　五月 門司警察犬訓練所 門司区大字吉志１３２番地１ 販売 犬(5) 令和３年１２月１６日 ２１０１１

364 田中　忠 アンシャトン
小倉北区魚町四丁目２番地５号
亀川ビル２階

販売 猫（１２） 令和３年７月５日 ２１０１２

365
株式会社　Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ　東
日本
代表取締役　小林　大史

ペットショップ　Ｃｏｏ
＆ＲＩＫＵ　小倉店

小倉南区葛原東四丁目３番４１
号

販売 犬45猫20 令和３年７月２１日 ２１０１３

366
株式会社　Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ　東
日本
代表取締役　小林　大史

ペットショップ　Ｃｏｏ
＆ＲＩＫＵ　小倉店

小倉南区葛原東四丁目３番４１
号

保管 犬40猫15 令和３年７月２１日 ２１０１４

367
株式会社　Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ　東
日本
代表取締役　小林　大史

ペットショップ　Ｃｏｏ
＆ＲＩＫＵ　小倉店

小倉南区葛原東四丁目３番４１
号

展示 猫15 令和３年７月２１日 ２１０１５

368
有限会社 ワンラブ
代表取締役 小林 励

ワンラブ　イオン戸
畑店

戸畑区汐井町２番２号　イオン
戸畑店内

販売 犬16　猫8 令和３年１０月６日 ２１０１６

369
有限会社 ワンラブ
代表取締役 小林 励

ワンラブ　イオン戸
畑店

戸畑区汐井町２番２号　イオン
戸畑店内

保管 犬11　猫2 令和３年１０月６日 ２１０１７

370
特定非営利活動法人
ドッグセラピージャパン
　理事　　野田　久仁子

特定非営利活動法
人
ドッグセラピージャ
パン

小倉北区片野三丁目１４番１号 販売 犬 令和３年１０月１４日 ２１０１８

371 前田　喜久栄
魔法使いのおばあ
ちゃま＆ココちゃん

小倉南区大字井手浦８７９番地
１

展示 ｲﾝｺ・ｵｳﾑ8・犬4 令和３年１０月２０日 ２１０１９

372 下川　水緒 ｐｅｔ　ｓａｌｏｎ　のあ
小倉南区北方一丁目１６番２３
号

保管 犬　猫 令和３年１１月１２日 ２１０２０

373 釘村　久美子 ぷここん家 小倉南区八幡町３５番９号 展示 猫40 令和３年１１月１２日 ２１０２１

374 相島　巧季
はちゅ基地／
Reptile　Base

八幡東区豊町１４番６号 販売
ﾔﾓﾘ31、ﾄｶｹﾞ4、ﾍﾋﾞ

1
令和３年１１月２４日 ２１０２２

375 相島　巧季
はちゅ基地／
Reptile　Base

八幡東区豊町１４番６号 保管 は虫類 令和３年１１月２４日 ２１０２３

376 相島　巧季
はちゅ基地／
Reptile　Base

八幡東区豊町１４番６号 貸出し は虫類 令和３年１１月２４日 ２１０２４

377 森田　聖子 Ｐｏnｙａｃｏ 若松区二島五丁目１７番４７号 販売 猫 令和３年１２月１日 ２１０２５

378
有限会社　ふれ愛どうぶつ村
代表取締役　長久　和雄

ふれ愛どうぶつ村 小倉南区朽網３９１４番地６ 展示
犬7、ヤギ1、ｳｻｷﾞ8、
ﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ8、ﾓﾙﾓｯﾄ２

令和３年１２月９日 ２１０２７

379 財田　利穂 Boo
門司区西新町二丁目２番２８－
１号

販売
犬、ﾓﾙﾓｯﾄ、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ、ﾁ

ﾝﾁﾗ
令和４年１月４日 ２１０２８

380 財田　利穂 Dog　Salon Boo
門司区西新町二丁目２番２８－
１号

保管 犬 令和４年１月４日 ２１０２９

381 花城　真弓 ＲｅｐＣａｓｔｌｅ　まゆ 門司区永黒二丁目１３番８号 販売 は虫類、小動物 令和４年１月７日 ２１０３０

382 曾我部　佑太郎 Lien　～りあん～ 門司区高田一丁目４番２５号 展示 猫 令和４年１月１１日 ２１０３１

383 淺田　渚
Dog　Salon La・
La

若松区修多羅二丁目２９番１６
号

保管 犬 令和４年１月２０日 ２１０３２

384 大島　麻綸
Dog　Salon
Marble

小倉北区下到津二丁目１２番２
号ｱﾋﾟｱﾗﾝｽ１F

保管 犬 令和４年２月１日 ２１０３３
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385 大島　麻綸
Dog　Salon
Marble

小倉北区下到津二丁目１２番２
号ｱﾋﾟｱﾗﾝｽ１F

販売 犬 令和４年２月１日 ２１０３４

386
株式会社ミネルバ
代表取締役　西山　淳一

ワンラブホームワイ
ド若松店

若松区二島一丁目３番１号 販売 犬、猫、小動物、鳥 令和４年２月２日 ２１０３５

387
株式会社ミネルバ
代表取締役　西山　淳一

ワンラブホームワイ
ド若松店

若松区二島一丁目３番１号 保管 犬、猫、小動物、鳥 令和４年２月２日 ２１０３６

388 宮山　夕美子 Putty Angel 小倉南区大字母原１２番地５ 販売
モモンガ、チンチラ、

テぐー
令和４年２月１５日 ２１０３７

389 宮山　夕美子 Putty Angel 小倉南区大字母原１２番地５ 保管
モモンガ、チンチラ、

テぐー
令和４年２月１５日 ２１０３８

390 宮山　夕美子 Putty Angel 小倉南区大字母原１２番地５ 貸出し
モモンガ、チンチラ、

テぐー
令和４年２月１５日 ２１０３９

391 前田　美穂 モモメイト
八幡西区香月中央五丁目８番１
２号

販売 モモンガ 令和４年２月２５日 ２１０４０

392 釘村　久美子 ぷここん家 小倉南区八幡町３５番９号 保管 猫 令和４年３月９日 ２１０４１

393
株式会社　獣夢
代表取締役　田淵　知宏

たぶち動物病院 八幡東区中央三丁目３番２４号 保管 犬、猫（５） 令和４年３月１７日 ２１０４2

394 髙﨑　裕也 Amazing Reptile 八幡東区宮田町３番５号 販売
ﾔﾓﾘ、ﾄｶｹﾞ、ﾍﾋﾞ（２０

０）
令和４年３月２２日 ２１０４3

395
合同会社　夢心
代表社員　吉松　洋平

Peer　Lab
小倉南区朽網西二丁目３番１１
号

販売
ﾓﾙﾓｯﾄ､ﾊﾑｽﾀｰ、ﾌｸﾛﾓﾓ

ﾝｶﾞ
令和４年４月１５日 ２１０４４

396 中園　真智子 Dog Family 八幡西区小嶺二丁目５番１１号 保管 犬（６） 令和４年４月６日 ２２００１

397 鈴谷　久人 ベルバレーケネル 門司区上藤松二丁目２番６号 販売 犬3 令和４年４月６日 ２２００２

398 伊﨑　真澄 AMOUR　INFINI
小倉南区徳吉南一丁目２番２８
号

販売 犬（３） 令和４年４月２５日 ２２００３

399 伊﨑　真澄 AMOUR　INFINI
小倉南区徳吉南一丁目２番２８
号

展示 犬（２） 令和４年４月２５日 ２２００４

400
株式会社いきものがかり
代表取締役　田原　大義

Exotic Animal
Park

小倉北区魚町一丁目４番１５号
B１F

販売
哺乳類（50）、鳥類
（5）、爬虫類（200）

令和４年４月２５日 ２２００５

401
株式会社いきものがかり
代表取締役　田原　大義

Exotic Animal
Park

小倉北区魚町一丁目４番１５号
B１F

展示
哺乳類（50）、鳥類
（5）、爬虫類（200）

令和４年４月２５日 ２２００６

402 馬場 謙太郎 K.Kブル 門司区光町二丁目１番３４号 販売 犬（１０） 令和４年４月２８日 ２２００７

403
株式会社　田尾設備
代表取締役　田尾　和義

ぴんくどろっぷ
門司区大里戸ノ上三丁目９番７
号

保管 犬（５） 令和４年５月１３日 ２２００８

404 石貫　佑輔
Stone　Garden
Kennel

小倉北区宇佐町二丁目８番３４
-２０１号

販売 犬（１０）、猫（１０） 令和４年５月３０日 ２２００９

405 福岡　大輝
れぷたいるずかふぇ
ちょろちょろ

小倉北区砂津一丁目９番１号
A２ビル２階

販売 ﾁﾝﾁﾗ、ﾍﾋﾞ、ﾄｶｹﾞ 令和４年５月２６日 ２２０１０

406 福岡　大輝
れぷたいるずかふぇ
ちょろちょろ

小倉北区砂津一丁目９番１号
A２ビル２階

展示 ﾁﾝﾁﾗ、ﾍﾋﾞ、ﾄｶｹﾞ 令和４年５月２６日 ２２０１１

407
株式会社　WiTH　UNi
代表取締役　西田　卓真

ウィズ動物病院
小倉南区守恒本町二丁目７番１
３号

保管 犬９、猫８ 令和４年５月２７日 ２２０１２

408 竹内　美由紀 芦屋警察犬訓練所 若松区大字安屋３２１８番地 訓練 犬１０ 令和４年６月１日 ２２０１３
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409 竹内　美由紀 芦屋警察犬訓練所 若松区大字安屋３２１８番地 販売 犬１０ 令和４年６月１日 ２２０１４

410
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課　課長　藤本　将
志

ひびき動物ワールド 若松区大字竹並２８６番地 保管 哺乳類4種300点 ２２０１５

411
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課　課長　藤本　将
志

ひびき動物ワールド 若松区大字竹並２８６番地 貸出し 哺乳類4種300点 ２２０１６

412
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課　課長　藤本　将
志

到津の森公園 小倉北区上到津四丁目１番８号 保管
哺乳類25種、鳥類
27種、爬虫類15種

令和４年６月６日 ２２０１７

413
北九州市建設局公園緑地部
公園管理課　課長　藤本　将
志

到津の森公園 小倉北区上到津四丁目１番８号 貸出し
哺乳類25種、鳥類
27種、爬虫類15種

令和４年６月６日 ２２０１８

414 原口　眞美 フクモモａｎｇｅｌ
八幡西区石坂一丁目１番３ ｱﾝｿ
ﾚｲﾕｺ-ﾎﾟｲｵﾝ-104号

保管 ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ、ｲﾝｺ 令和４年６月６日 ２２０１９

415 久藤　大 ヒーロー動物病院 門司区栄町６番１２号 保管 犬（６）、猫（４) 令和４年７月１日 ２２０２０

416

特定非営利活動法人
日本アニマルケースワーカー
協会
理事長　西原　由美

譲渡型シェルター保
護猫カフェ
もりのねこさん

門司区丸山二丁目１３番２８号 保管 犬１、猫４ 令和４年７月１３日 ２２０２１

417

特定非営利活動法人
日本アニマルケースワーカー
協会
理事長　西原　由美

譲渡型シェルター保
護猫カフェ
もりのねこさん

門司区丸山二丁目１３番２８号 展示 犬１、猫４ 令和４年７月１３日 ２２０２２

418

特定非営利活動法人
日本アニマルケースワーカー
協会
理事長　西原　由美

譲渡型シェルター保
護猫カフェ
もりのねこさん

門司区丸山二丁目１３番２８号 譲受飼養 犬１、猫４ 令和４年７月１３日 ２２０２３

419 大瀬良　幸代 九州飛幡荘 戸畑区沖台二丁目6番4号 販売 犬６ 令和４年８月１０日 22024

420 大山　加代 G.Falcon 八幡東区景勝町１４番１号 販売
犬４，ハリスホーク

２，フクロウ１０
令和４年８月２４日 ２２０２５

421 川原　梨沙 爬虫類ぐーるぐる 八幡東区茶屋町１番３号 販売 カメレオン30 令和４年９月９日 ２２０２６

422 佐々木　梨衣
ｎｉｍｏ　ｎｉｃｏ　ｈｏｕ
ｓｅ

小倉北区萩崎町９番４２号 販売 犬5 令和４年９月２１日 ２２０２７

423 佐々木　梨衣
ｎｉｍｏ　ｎｉｃｏ　ｈｏｕ
ｓｅ

小倉北区萩崎町９番４２号 保管 犬5 令和４年９月２１日 ２２０２８

424 原　あゆみ Louloutte
小倉南区朽網西三丁目４番２９
号

販売 犬１０ 令和４年９月２７日 ２２０２９

425 田村　麻妃呂 Tamu Tamu 小倉南区横代葉山１０番２４号 販売
ヤモリ、ヘビ、ヒョウ
モントカゲモドキ（１

００）
令和４年９月２９日 ２２０３０

426 古田　一廉 Ren
八幡西区上上津役六丁目７番９
号

販売
哺乳類（１１０）、鳥類
（３０）、爬虫類（２７

０）
令和４年１０月６日 ２２０３１

427 藤戸　勇輝
ドッグサロン
SHIRO

小倉北区大畠一丁目６番５０号 保管 犬（３） 令和４年１０月１２日 ２２０３２

428 中島　亜紀
ｄｏｇ　ｓｔｕｄｉｏ　ｔｉｍ
ｏ

小倉南区湯川新町二丁目４番１
号

保管 犬・猫（３） 令和４年１０月１２日 ２２０３３

429 東　賢一
北九州ペットブリー
ドビジネス

八幡西区御開三丁目３１番１－
５１１号

販売 犬１０ 令和４年１０月１４日 ２２０３４

430 柴　絵理花 SHIBA 戸畑区東大谷一丁目7番18号 保管 犬猫５ 令和４年１１月１日 ２２０３５

431 今田　美穂子
bunchox（ぶん
ちょっくす）

小倉北区黄金一丁目７番２２－７０２号保管
猫２

ウサギ、ハムスター、
チンチラ、インコ、

令和４年１１月１４日 ２２０３６

432 釘村　久美子
譲渡型保護猫カフェ
ぷここん家

小倉南区八幡町３５番９号 譲受飼養 猫（５） 令和４年１２月１２日 ２２０３７

433 大石　陽子
Dogsalon
Bloom

八幡西区香月西二丁目４番８号 保管 犬5 令和４年１２月１５日 ２２０３８



整理
番号

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事業所の名称 事業所の所在地 取扱業の種別
主として取り扱う動

物の種類及び数
登　 録
年月日

登　録
番　号

434 平川　惠美子 Ａｃａｆｅ 八幡東区高見四丁目２番５号 展示
ﾌﾞﾀ、ﾌｸﾛｳ、ﾍﾋﾞ、ﾄｶ

ｹﾞ､ｶﾒ、ｶﾒﾚｵﾝ
令和５年１月１８日 ２２０３９

435 深津　詩巴
BLACK
OUT!BE:GA～
WHITE OUT!～

小倉北区浅野三丁目７番１号　西日本総合展示場本館　中展示場販売
哺乳類330頭、鳥類

40頭、爬虫類
3100頭

令和５年２月２日 ２２０４０

436
災害対策チーム株式会社
代表取締役　森　幹人

カドリーキャット 小倉南区大字貫１８８１番地２ 販売 猫30 令和５年１月２３日 ２２０４１


