
【賀茂保健所】 動 物 取 扱 業 者 登 録 簿

整理 動物取扱責

番号 （法人にあっては名称） （法人の代表者） 名　　　称 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

1 株式会社　熱川バナナワニ園 代表取締役　木村幸子 株式会社　熱川バナナワニ園 賀茂郡東伊豆町奈良本１２５３－１０ 浜野　芳弘 レッサーパンダ 10 平成18年12月25日 225106001 賀茂郡東伊豆町奈良本１２５３－１０ 展示

アマゾンマナティー 1

フラミンゴ 4

クロトキ 9

ベリコンゴウインコ 2

ワニ 93

カメ 31

2 株式会社伊豆バイオパーク 代表取締役　宮﨑靖志 伊豆アニマルキングダム 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 飯塚　俊博 ゾウ 1 平成18年12月25日 225106004 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 展示

キリン 3

サイ 2

ライオン 5

トラ 7

サル類 63

他30種 268

ダチョウ 7

ベンガルワシミミズク 2

他20種 115

ケヅメリクガメ 1

3 本郷　由利子 Ｄｏｇｇｉｅ Ｃａｒｅ 下田市吉佐美２１９６－１１ 本郷　由利子 犬 4 平成18年12月25日 225106006 下田市吉佐美２１９６－１１ 保管

4 藤田　定美 ペットサロンきら 下田市５丁目４－８ 藤田　定美 犬 4 平成18年12月25日 225106012 下田市５丁目４－８ 保管

5 有限会社　宮川動物病院 代表取締役　宮川　栄済 宮川動物病院 下田市東中７－７ 宮川　栄済 犬 12 平成18年12月25日 225106013 下田市東中７－７ 保管

猫 15

ウサギ 2

6 有限会社　ジオマーク 代表取締役　土屋　順一 ホテル四季の蔵 賀茂郡河津町峰１１６９－１３ 岡本　桂 犬 3 平成18年12月25日 225106020 賀茂郡河津町峰１１６９－１３ 保管

7 小林　真弓 犬の美容室キャロット 下田市河内４２３－１ 小林　真弓 犬 7 平成18年12月25日 225106023 下田市河内４２３－１ 保管

猫 7

8 山口　博康 ペットライフ東伊豆 賀茂郡東伊豆町稲取3322-6 山口　博康 犬 200 平成19年3月22日 225106027 賀茂郡東伊豆町稲取3322-6 販売

ねこ 40

9 渡邉　由有 トリミングハウス　りりぃ 賀茂郡南伊豆町蛇石１２０ 渡邉　由有 犬 2 平成19年6月6日 225106032 賀茂郡南伊豆町蛇石１２０ 保管

10 下田アクアサービス株式会社 代表取締役　鈴木　博 下田海中水族館 下田市三丁目２２－３１ 都築　信隆 小型鯨類 12 平成19年8月1日 225107004 下田市三丁目２２－３１ 展示

鰭脚類 9

食肉目（コツメカワウソ） 2

ペンギン類 28

カメ類 9

11 吉永　幸一郎 海岸通り動物病院 賀茂郡松崎町江奈３４１－２ 吉永　幸一郎 犬 10 平成19年8月7日 225107005 賀茂郡松崎町江奈３４１－２ 保管

ねこ 8

12 株式会社ホテル銀水荘 代表取締役　加藤晃太 株式会社ホテル銀水荘 賀茂郡東伊豆町稲取１６２４－１ 不二山　貴史 犬 18 平成20年2月14日 225107016 賀茂郡東伊豆町稲取１６２４－１ 保管

猫 18

13 長谷　隆行 ドッグサロン　マフマフ 賀茂郡河津町川津筏場１７４－１０ 長谷　有紀 犬 2 平成21年8月5日 225107018 賀茂郡河津町川津筏場１７４－１０ 保管

猫 1

14 飯田　裕一 仔犬のワルツ 賀茂郡西伊豆町仁科２８６０－５ 飯田　理恵 犬 6 平成22年6月17日 225107020 賀茂郡西伊豆町仁科２８６０－５ 展示

15 梅本　克子 入田浜ペット・プレイス 下田市吉佐美３０１－１ 梅本　克子 犬 3 平成23年4月19日 225111001 下田市吉佐美３０１－１ 保管

猫 3

16 株式会社　CHAKRA 代表取締役　畑　雅夫 さくら動物病院 賀茂郡松崎町宮内263-2 山地　美和 犬 11 平成23年8月19日 225111003 賀茂郡松崎町宮内263-2 保管

猫 4

17 鈴木　拓郎 天城ホースビレッジ 賀茂郡河津町小鍋４０－１ 鈴木　拓郎 馬 7 平成23年10月5日 225111004 賀茂郡河津町小鍋４０－１ 展示

18 大髙　正嗣 髙 賀茂郡南伊豆町入間４５６－１ 大髙　正嗣 カメ 100 平成23年12月1日 225111006 賀茂郡南伊豆町入間４５６－１ 販売

19 株式会社　マキバ 代表取締役　山田　有三 ハンディホームセンター　下田店ペットセンター 下田市河内６０－４ 杉井　マミ ウサギ 5 平成23年12月16日 225111007 下田市河内６０－４ 販売

ハムスター 10

インコ 10

ウコッケイ 40

カメ 30

20 佐久間　大輔 キャッテリーBEBE 賀茂郡河津町川津筏場２９５－３ 佐久間　大輔 猫 30 平成24年1月12日 225111008 賀茂郡河津町川津筏場２９５－３ 販売

犬 10

21 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 体感型動物園　iZoo 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成24年4月27日 225112001 賀茂郡河津町浜４０６－２ 販売

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ・ワニ等 数千

22 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 体感型動物園　iZoo 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成24年4月27日 225112002 賀茂郡河津町浜４０６－２ 保管

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ・ワニ等 数千

23 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 体感型動物園　iZoo 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成24年4月27日 225112003 賀茂郡河津町浜４０６－２ 貸出し

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ・ワニ等 数千

24 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 体感型動物園　iZoo 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成24年4月27日 225112004 賀茂郡河津町浜４０６－２ 展示

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ・ワニ等 数千

氏　　　　　名 事　　業　　所 主として取り扱う動物 備　　　　考
登録年月日 登録番号
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25 蕪木　ゆかり 犬の美容室Ado 賀茂郡松崎町宮内３－１ 蕪木　ゆかり 犬 3 平成24年5月30日 225112006 賀茂郡松崎町宮内３－１ 保管

26 有限会社　吉澤 取締役　吉澤　昭 南伊豆動物病院 賀茂郡南伊豆町下賀茂257 吉澤　昭 犬 16 平成24年10月23日 225112007 賀茂郡南伊豆町下賀茂257 保管

猫 7

兎 10

ハムスター 10

インコ 10

家禽 10

イグアナ 10

カメ 10

27 野澤　徳子 ＭＡＫ企画 賀茂郡東伊豆町奈良本１４２４－４６ 野澤　徳子 犬 7 平成26年7月28日 225114002 賀茂郡東伊豆町奈良本１４２４－４６ 販売

28 玉置　隆徳 Ｒoad ２９ 下田市柿崎２７１ 玉置　隆徳 犬 5 平成26年12月8日 225114005 下田市柿崎２７１ 販売

29 徳栄商事株式会社 取締役社長　山田　一行 徳栄商事株式会社 下田市敷根１０－４８ 藤沢　淳 スッポン 20000 平成27年7月29日 225115003 下田市敷根１０－４８ 販売

30 吉澤　弘和 伊豆下田乗馬クラブ 賀茂郡南伊豆町上賀茂５６３ 吉澤　弘和 馬 15 平成28年9月1日 225116001 賀茂郡南伊豆町上賀茂５６３ 展示

31 吉澤　弘和 伊豆下田乗馬クラブ 賀茂郡南伊豆町上賀茂５６３ 吉澤　弘和 馬 15 平成28年9月1日 225116002 賀茂郡南伊豆町上賀茂５６３ 保管

32 合同会社土屋 代表社員　土屋匡史 子猫専門こねこハウス 賀茂郡河津町見高１７４６－１　 土屋　匡史 猫 100 平成28年10月24日 225116003 賀茂郡河津町見高１７６１－１ 販売

33 株式会社伊豆バイオパーク 代表取締役　宮﨑靖志 伊豆アニマルキングダム 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 飯塚　俊博 ゾウ 1 平成28年12月25日 225116008 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 販売

キリン 3

サイ 2

ライオン 5

トラ 7

サル類 63

他30種 268

ダチョウ 7

ベンガルワシミミズク 2

他20種 115

ケヅメリクガメ 1

34 株式会社伊豆バイオパーク 代表取締役　宮﨑靖志 伊豆アニマルキングダム 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 飯塚　俊博 ゾウ 1 平成28年12月25日 225116009 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 保管

キリン 3

サイ 2

ライオン 5

トラ 7

サル類 63

他30種 268

ダチョウ 7

ベンガルワシミミズク 2

他20種 115

ケヅメリクガメ 1

35 株式会社伊豆バイオパーク 代表取締役　宮﨑靖志 伊豆アニマルキングダム 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 飯塚　俊博 ゾウ 1 平成28年12月25日 225116010 賀茂郡東伊豆町稲取３３４４ 貸出し

キリン 3

サイ 2

ライオン 5

トラ 7

サル類 63

他30種 268

ダチョウ 7

ベンガルワシミミズク 2

他20種 115

ケヅメリクガメ 1

36 有限会社レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 伊豆今井浜　東急ホテル　爬虫類教室 賀茂郡河津町見高３５－１ 星澤　誠也 カメ・トカゲ・ヘビ・ワニ等 10 平成29年4月14日 225117001 賀茂郡河津町見高３５－１ 展示

37 有限会社レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 ホテルジャパン下田　爬虫類教室 下田市吉佐美２１３１ 星澤　誠也 カメ・トカゲ・ヘビ・ワニ等 10 平成29年5月12日 225117002 下田市吉佐美２１３１ 展示

38 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 代表理事　白輪剛史 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成29年6月27日 225117003 賀茂郡河津町浜４０６－２ 販売

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ等 数千

39 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 代表理事　白輪剛史 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成29年6月27日 225117004 賀茂郡河津町浜４０６－２ 保管

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ等 数千

40 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 代表理事　白輪剛史 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成29年6月27日 225117005 賀茂郡河津町浜４０６－２ 貸出し

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ等 数千

41 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 代表理事　白輪剛史 一般財団法人希少爬虫類繁殖保全センター 賀茂郡河津町浜４０６－２ 森　悠 ウサギ・ミニチュアホース・ヤギ・ブタ等 数百 平成29年6月27日 225117006 賀茂郡河津町浜４０６－２ 展示

エミュー・タンチョウ・ニワトリ・カモ・アヒル等 数百

カメ・トカゲ・ヘビ等 数千

42 合同会社土屋 代表社員　土屋匡史 子猫専門こねこハウス 賀茂郡河津町見高１７４６－１ 土屋　匡史 猫 18 平成30年3月9日 225117008 賀茂郡河津町見高１７６１－２ 保管

43 中山　要樹 中山 賀茂郡東伊豆町稲取８９４－６ 中山　要樹 猫 90 平成30年10月24日 225118002 賀茂郡東伊豆町稲取８９４－６ 販売

44 株式会社ぱるぱる 代表取締役　須藤はる ブルドッグハウスBU-BU 下田市柿崎41-18 鈴木　幸代 犬 12 平成31年1月15日 225118004 下田市柿崎41-18 販売

45 株式会社ぱるぱる 代表取締役　須藤はる ブルドッグハウスBU-BU 下田市柿崎41-18 鈴木　幸代 犬 12 平成31年1月15日 225118005 下田市柿崎41-18 保管
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46 株式会社ぱるぱる 代表取締役　須藤はる ブルドッグハウスBU-BU 下田市柿崎41-18 鈴木　幸代 犬 12 平成31年1月15日 225118006 下田市柿崎41-18 貸出し

47 平馬　麻美 wan room 賀茂郡松崎町江奈38-3 平馬　麻美 犬 2 平成31年4月16日 225119001 賀茂郡松崎町江奈38-3 保管

48 宮城　信治 See & Lee  Samoyed Breeder 賀茂郡西伊豆町宇久須1907-1 宮城　信治 犬 25 令和1年5月31日 225119002 賀茂郡西伊豆町宇久須1907-1 販売

49 宮城　信治 See & Lee  Samoyed Breeder 賀茂郡西伊豆町宇久須1907-1 宮城　信治 犬 25 令和1年5月31日 225119003 賀茂郡西伊豆町宇久須1907-1 保管

50 笹本　雄大 ドッグサロン＆ホテル　ルビー 下田市吉佐美740-5 笹本　雄大 犬 10 令和1年7月9日 225119004 下田市吉佐美740-5 保管

51 森岡　敦子 ペットハウス　さんぽ 下田市蓮台寺567-24 森岡　敦子 犬 4 令和1年7月31日 225119005 下田市蓮台寺567-24 保管

猫 4

52 高野　優香 フェアリィ　ドッグ 下田市吉佐美746-1 高野　優香 犬 20 令和1年10月18日 225119006 下田市吉佐美746-1 販売

53 幸田　鏡子 猫ちゃんパーク 下田市吉佐美2245-1 幸田　鏡子 犬 5 令和2年3月4日 225119007 下田市吉佐美2245-1 保管

猫 30

54 有限会社レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 波勝崎モンキーベイ 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 五十嵐　崇裕 ニホンザル 100 令和2年3月13日 225119008 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 販売

55 有限会社レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 波勝崎モンキーベイ 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 五十嵐　崇裕 ニホンザル 100 令和2年3月13日 225119009 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 保管

56 有限会社レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 波勝崎モンキーベイ 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 五十嵐　崇裕 ニホンザル 100 令和2年3月13日 225119010 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 貸出し

57 有限会社レップジャパン 代表取締役　白輪　剛史 波勝崎モンキーベイ 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 五十嵐　崇裕 ニホンザル 100 令和2年3月13日 225119011 賀茂郡南伊豆町伊浜２６２２－１ 展示

58 千島　健介 ペットサロンKEN 賀茂郡東伊豆町稲取1488-1 千島　健介 犬 4 令和2年3月25日 225119012 賀茂郡東伊豆町稲取1488-1 保管

猫 4

59 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪剛史 アニマルキーパーズカレッジ 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 渡部　那智 モルモット・チンチラ・オットセイ等 1000 令和2年3月25日 225119013 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 販売

インコ・フクロウ等 500

カメ・ワニ・トカゲ等 1000

60 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪剛史 アニマルキーパーズカレッジ 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 渡部　那智 モルモット・チンチラ・オットセイ等 1000 令和2年3月25日 225119014 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 保管

インコ・フクロウ等 500

カメ・ワニ・トカゲ等 1000

61 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪剛史 アニマルキーパーズカレッジ 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 渡部　那智 モルモット・チンチラ・オットセイ等 1000 令和2年3月25日 225119015 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 貸出し

インコ・フクロウ等 500

カメ・ワニ・トカゲ等 1000

62 有限会社　レップジャパン 代表取締役　白輪剛史 アニマルキーパーズカレッジ 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 渡部　那智 モルモット・チンチラ・オットセイ等 1000 令和2年3月25日 225119016 賀茂郡東伊豆町白田1652-1 展示

インコ・フクロウ等 500

カメ・ワニ・トカゲ等 1000

63 西島　賢吾 AUTO BAHN 賀茂郡西伊豆町仁科1252 西島　賢吾 ヒョウモントカゲモドキ 20 令和2年5月25日 225120001 賀茂郡西伊豆町仁科1252 販売

64 大瀧　真理 ペットサロン・ジョイ・メイト 下田市白浜1077-25　白浜大洋マンション201 大瀧　真理 犬 1 令和3年4月30日 225121001 下田市白浜1077-25　白浜大洋マンション201 保管

猫 1

65 庄内　康晴 wan's 賀茂郡河津町下佐ヶ野52-4 庄内　康晴 猫 2 令和3年10月1日 225121002 賀茂郡河津町下佐ヶ野52-4 販売

66 伊藤　奈菜恵 Dogsalon&Hotel SANTA 賀茂郡西伊豆町仁科1888-1 伊藤　奈菜恵 犬 5 令和3年12月28日 225121003 賀茂郡西伊豆町仁科1888-1 保管

67 株式会社シモダバイザシー 代表取締役　守屋英利 株式会社シモダバイザシー 下田市吉佐美2248-2 赤澤明日華 トイプードル 40 令和4年6月8日 225122001 下田市吉佐美697 販売

68 株式会社シモダバイザシー 代表取締役　守屋英利 株式会社シモダバイザシー 下田市吉佐美2248-2 赤澤明日華 トイプードル 8 令和4年6月8日 225122002 下田市吉佐美697 保管

69 下田アクアサービス株式会社 代表取締役　鈴木博 下田海中水族館 下田市三丁目２２－３１ 都築　信隆 小型鯨類 10 令和4年8月3日 225122003 下田市三丁目２２－３１ 販売

鰭脚類 9

コツメカワウソ 2

ペンギン類 28

カメ類 9

70 下田アクアサービス株式会社 代表取締役　鈴木博 下田海中水族館 下田市三丁目２２－３１ 都築　信隆 小型鯨類 10 令和4年8月3日 225122004 下田市三丁目２２－３１ 貸出し

鰭脚類 9

コツメカワウソ 2

ペンギン類 28

カメ類 9

71 株式会社シモダバイザシー 代表取締役　守屋英利 株式会社シモダバイザシー 下田市吉佐美2248-2 赤澤明日華 トイプードル 10 令和4年9月15日 225122005 下田市吉佐美697 展示

スナネコ 2

ミーアキャット 5

72 株式会社シモダバイザシー 代表取締役　守屋英利 株式会社シモダバイザシー 下田市吉佐美2248-2 赤澤明日華 トイプードル 10 令和4年9月15日 225122006 下田市吉佐美697 貸出し

73 遠藤　雅之 Ｌｅａｄ　Ｄｏｇ　ＢＯＮＤ 下田市白浜１９８－２ 遠藤雅之 犬 2 令和4年9月22日 225122007 訓練
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