
【富士保健所】 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） 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 岡本　純直 南富士ケンネル 富士市大渕3838-1 菊地　澄江 犬 150 平成18年6月9日 225806001 富士市大渕3838-1 販売

猫 170

2 岡本　純直 南富士ケンネル 富士市大渕3838-1 佐野　みはる 犬 40 平成18年6月9日 225806002 富士市大渕3838-1 保管

猫 10

3 岡本　純直 南富士ケンネル 富士市大渕3838-1 岡本　純直 犬 10 平成18年6月9日 225806003 富士市大渕3838-1 訓練

4 渡辺　勝男 渡辺小鳥店 富士宮市弓沢町229 渡辺　勝男 インコ 18 平成18年6月9日 225806012 富士宮市弓沢町229 販売

桜文鳥 4

十姉妹 16

カナリヤ赤 2

ハト 2

キンカ 3

桂チャボ 2

ゴイシチャボ 3

ウズラ 6

5 前田　高一 ポメランド 富士市今宮574-1 前田　高一 犬 34 平成18年6月16日 225806011 富士市今宮574-1 販売

6 岡本明子 Dog Beauty Salon AKKO 富士宮市小泉2348‐101 佐々木　誓子 犬 2 平成18年6月23日 225806023 富士宮市小泉2348‐101 保管

猫 15

7 大村　敏記 コレクション　トシ 富士市松本248-3 大村　敏記 犬 60 平成18年6月30日 225806015 富士市松本248-3 販売

8 大村　敏記 コレクション　トシ 富士市松本248-3 大村　敏記 犬 60 平成18年6月30日 225806016 富士市松本248-3 保管

9 大村　敏記 コレクション　トシ 富士市松本248-3 大村　敏記 犬 60 平成18年6月30日 225806017 富士市松本248-3 訓練

10 髙野　渺治 髙野　渺治 富士宮市粟倉857 髙野　光江 犬 19 平成18年6月30日 225806025 富士宮市粟倉857 販売

11 内田　美由紀 ペットホテル　ドッグテールワン 富士宮市外神442-4 内田　美由紀 犬 20 平成18年6月30日 225806029 富士宮市外神442-4 保管

猫 2

12 竹本　直美 SKIP 富士市南松野2083-6 竹本　直美 犬 5 平成18年7月7日 225806031 富士市南松野2083-6 保管

13 佐野　秀雄 富士秀栄荘 富士市中島514-１ 佐野　秀雄 犬 4 平成18年7月14日 225806032 富士市中島514-１ 販売

14 望月　守夫 わんわんハウスTOYS 富士市蓼原71-20 望月　守夫 犬 2 平成18年7月28日 225806036 富士市蓼原71-20 保管

15 小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社 代表取締役　小泉　和久 富士山こどもの国 富士市桑崎1015番地 鶴田　葵 馬 6 平成18年8月11日 225806043 富士市桑崎1015番地 展示

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

1



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

ロバ 1

ヤギ 21

ヒツジ 7

アルパカ 5

ウサギ 20

モルモット 82

デグー 6

16 江藤　重敏 ペットブリーダー江藤 富士市富士岡204-1 江藤　春子 犬 25 平成18年9月15日 225806051 富士市富士岡204-1 販売

17 株式会社エンチョー 代表取締役　遠藤　秀男 ジャンボエンチョー富士店 富士市永田北町４－５ 長橋　則子 ウサギ 5 平成18年10月2日 225806052 富士市永田北町４－５ 販売

ハムスター 40

フェレット 1

針ネズミ 5

モモンガ 3

インコ類 30

トカゲ 20

ヘビ 30

カメ 15

18 大村　真司 わんわんライフ 富士市入山瀬2‐5‐52 大村　真司 犬 2 平成18年10月20日 225806057 保管

19 矢部　晴雄 矢部牧場 富士宮市下条263 矢部　晴雄 馬 5 平成18年11月10日 225806060 富士宮市下条263 展示

20 鈴木　仁 富士見水族館 富士市厚原43-1 鈴木　仁 犬 36 平成18年11月24日 225806061 富士市厚原43-1 販売

21 金澤　照子 ペットの美容・ホテル　プチシェン 富士市永田町1-81 金澤　照子 犬 10 平成18年11月24日 225806062 富士市永田町1-81 保管

猫 5

22 田中　康博 田中園芸 富士市本市場１８３の２の２ 田中　康博 オカメインコなど 100 平成18年12月1日 225806064 富士市本市場１８３の２の２ 販売

23 佐野　里美 DogサロンING 富士宮市朝日町１３－１３ 佐野　里美 犬 85 平成18年12月1日 225806065 富士宮市朝日町１３－１３ 販売

24 若林　ちょう子 若林　ちょう子 富士宮市粟倉南町69 若林　ちょう子 犬 30 平成18年12月1日 225806069 富士宮市粟倉南町69 販売

25 石上　博國 碧雲ペット霊苑 富士市厚原59番地の6、同地54番地の4、同地52番地 石上　博國 トカゲ 5 平成18年12月22日 225806074 富士市厚原59番地の6、同地54番地の4、同地52番地 販売

カメ 30
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

26 力竹　千夏 犬の美容室　キキ 富士宮市舟久保町10－1 力竹　千夏 犬 4 平成18年12月22日 225806075 富士宮市舟久保町10－1 保管

27 森島　清美 犬の美容室 Kyon 富士市本市場418-28 森島　清美 犬 4 平成18年12月22日 225806078 富士市本市場418-28 保管

28 米川　利恵子 米川　利恵子 富士市大淵4139-2 米川　利恵子 猫 4 平成19年1月19日 225806083 富士市大淵4139-2 販売

29 金塚　正道 ペットセンター　かねづか 富士市本市場130-12 金塚　友希 ハムスター 50 平成19年2月2日 225806089 富士市本市場130-12 販売

フェレット 5

ウサギ 20

犬 50

猫 15

インコなど 200

カメ 50

30 金塚　正道 ペットセンター　かねづか 富士市本市場130-12 金塚　友希 犬 10 平成19年2月2日 225806090 富士市本市場130-12 保管

フェレット 3

31 滝川　裕子 ワンちゃんの美容室アニー 富士市伝法235-46 滝川　裕子 犬 15 平成19年2月2日 225806092 富士市伝法235-46 販売

32 滝川　裕子 ワンちゃんの美容室アニー 富士市伝法235-46 滝川　裕子 犬 15 平成19年2月2日 225806093 富士市伝法235-46 保管

33 山本　栄香 ＷＥＩＭＡＲＡＮＥＲ＆ＰＵＧ 富士市大野新田739 山本　栄香 犬 4 平成19年2月9日 225806099 富士市大野新田739 販売

34 山本　栄香 ＷＥＩＭＡＲＡＮＥＲ＆ＰＵＧ 富士市大野新田739 山本　栄香 犬 8 平成19年2月9日 225806100 富士市大野新田739 保管

35 藤田　直子 ワンちゃんの美容室　ドッグピース 富士宮市舟久保町21-28 藤田　直子 犬 2 平成19年2月16日 225806096 富士宮市舟久保町21-28 保管

36 伊東　定夫 富士伊東荘 富士市宮島201-3 伊東　定夫 犬 15 平成19年2月23日 225806102 富士市宮島201-3 販売

37 大澤　美春 フジペットファンタジー 富士市久沢2-11-21 大澤　美春 ハムスター 10 平成19年2月23日 225806106 富士市久沢2-11-21 販売

十姉妹 10

文鳥 10

カナリヤ 10

インコ 10

38 大澤　美春 フジペットファンタジー 富士市久沢2-11-21 大澤　美春 犬 4 平成19年2月23日 225806107 富士市久沢2-11-21 保管

39 秋山　宣之 グレシック 富士宮市万野原新田3951 秋山　亮子 犬 10 平成19年2月26日 225806104 富士宮市万野原新田3951 販売

猫 20

40 秋山　宣之 グレシック 富士宮市万野原新田3951 秋山　亮子 犬 10 平成19年2月26日 225806105 富士宮市万野原新田3951 保管
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

猫 20

41 望月　一男 FUJI  FOREST 富士宮市粟倉142-2 望月　一男 猫 15 平成19年2月26日 225806108 富士宮市粟倉142-2 販売

42 神谷　惠子 ワンワンサロン　ケイ 富士宮市富士見ヶ丘1337 神谷　惠子 犬 3 平成19年3月1日 225806111 富士宮市富士見ヶ丘1337 保管

43 服部　寛 大富士ペットサロン 富士市森島275-6 服部　菊江 犬 10 平成19年3月23日 225806114 富士市森島275-6 販売

44 髙橋　恵奈美 髙橋　恵奈美 富士市宇東川西町10-30 髙橋　恵奈美 犬 6 平成19年3月26日 225806116 訓練

45 髙橋　美喜 春山霞荘 富士市船津781-12 髙橋　勝己 犬 10 平成19年3月28日 225806119 富士市船津781‐12 販売

46 赤池　寿子 ペットシッター　カモミール 富士市本町10-20-702 赤池　寿子 犬 10 平成19年4月12日 225807003 保管

猫 10

ハムスター 10

フェレット 10

ウサギ 10

インコ 10

文鳥 10

47 株式会社エンチョー 代表取締役　遠藤　秀男 ジャンボエンチョー富士宮店 富士宮市万野原新田3736-1 松岡　真奈美 ハムスター 50 平成19年5月22日 225807010 富士宮市万野原新田3736-1 販売

うさぎ 50

セキセイインコ 20

文鳥 20

カメ 100

48 木川　武光 きがわドッグスクール 富士宮市青木316-3 木川　武光 犬 30 平成19年5月29日 225807016 富士宮市青木316-3 訓練

49 木川　武光 きがわドッグスクール 富士宮市青木316-3 木川　武光 犬 10 平成19年5月29日 225807017 富士宮市青木316-3 販売

50 片山　直子　 ＩＢＯ -アイボ- 富士市南町7-31 鈴木 有代 犬 3 平成19年6月1日 225807022 富士市南町7-31 保管

51 朝霧ハイランド株式会社 代表取締役　馬飼野　公洋 朝霧ハイランド株式会社　まかいの牧場 富士宮市内野1327番地の1 新海　貴志 馬 9 平成19年6月1日 225807028 富士宮市内野1327番地の1 展示

羊 70

牛 13

山羊 40

ウサギ 40

モルモット 30
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

ラマ 2

マーラ 16

52 ミルクランド株式会社 代表取締役　吉川　瑞馬 ミルクランド株式会社 富士宮市上井出3690 永渕　直紀 ロバ 1 平成19年6月5日 225807031 富士宮市上井出3690 展示

ヒツジ 3

ヤギ 12

牛 1

ブタ 1

カメ 1

53 井上　暉英 富士ペット動物病院 富士市宮島307-4 中村　はるか 犬 5 平成19年6月8日 225807021 富士市宮島307-4 保管

猫 5

54 石川　晴美 ＰＥＡＣＥ・ＷＡＮ 富士宮市北山3862-3 石川　晴美 犬 5 平成19年6月11日 225807033 富士宮市北山3862-3 販売

55 石川　晴美 ＰＥＡＣＥ・ＷＡＮ 富士宮市北山3862-3 石川　晴美 犬 1 平成19年6月11日 225807034 富士宮市北山3862-3 保管

56 古川　和夫 キャッテリー　オールドリバー 富士市横割4-6-14 古川　和夫 猫 15 平成19年6月15日 225807037 富士市横割4-6-14 販売

57 村井　龍彦 駿河村井荘 富士宮市外神東町197-6 村井　龍彦 犬 4 平成19年7月24日 225807041 富士宮市外神東町197-6 販売

58 風岡　香 KAZAOKA 富士市中柏原新田99‐10 風岡　香 犬 3 平成19年11月2日 225807046 富士市中柏原新田99‐10 販売

59 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ペテモ富士南店 富士市鮫島118-10　イオンタウン富士南店 鈴木　三恵 犬 22 平成19年11月20日 225807049 富士市鮫島118-10　イオンタウン富士南店 保管

猫 2

60 株式会社CAN．CAN 代表取締役　佐野　誠 （株）CAN．CAN 富士市本町11‐7 佐野　誠 犬 12 平成19年12月14日 225807051 富士市本町11‐7 保管

61 高萩　恵美子 ハピネス朝霧訓練所 富士宮市内野1624‐142 高萩　恵美子 犬 12 平成19年12月14日 225807054 富士宮市内野1624‐142 販売

62 齋木　美穂 わんちゃんのシャンプー屋さん　スマイル 富士宮市外神２７７－１ 齋木　美穂 犬 2 平成20年5月16日 225808002 富士宮市外神２７７－１ 保管

63 望月　政和 灯間殿 富士宮市小泉1576‐4 望月　政和 ヘビ 16 平成20年5月28日 225808006 富士宮市小泉1576‐4 販売

64 石川　由惟 ペットサロン　ぴかそＦ３ 富士市松岡1681番地19 石川　由惟 犬 2 平成20年7月17日 225808012 富士市松岡1681番地19 保管

猫 1

65 佐野　博子 パスグレイス 富士宮市精進川1114 佐野　博子 犬 15 平成20年8月25日 225808013 富士宮市精進川1114 販売

66 佐野　博子 パスグレイス 富士宮市精進川1114 佐野　博子 犬 5 平成20年8月25日 225808014 富士宮市精進川1114 保管

67 佐野　理恵子 SWEET　FAIRY 富士市久沢250－9 佐野　理恵子 犬 9 平成20年9月12日 225808015 富士市久沢250－9 販売

68 佐野　理恵子 SWEET　FAIRY 富士市久沢250－9 佐野　理恵子 犬 9 平成20年9月12日 225808016 富士市久沢250－9 保管
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

69 渡邉　美井 エジプト　ビューティ 富士市大野新田578－1 渡邉　美井 猫 20 平成20年11月27日 225808019 富士市大野新田578－1 販売

70 小長井　純子 アルクール・わん 富士宮市前田町69 小長井　純子 犬 2 平成20年12月4日 225808021 富士宮市前田町69 保管

71 松村　雅子 ポニークラブ　エヘガザル 富士宮市山宮3645-100 松村　玄吾 馬 12 平成20年12月5日 225808020 富士宮市山宮3645-100 展示

72 原　忠雄 はら動物病院 富士市松岡399-6 望月綾乃 犬 6 平成21年1月13日 225808022 富士市松岡399-6 保管

猫 6

うさぎ 1

ハムスター 1

フェレット 1

73 望月　香奈 ＧＲＡＳＳ　ＲＩＶＥＲ　ＫＥＮＮＥＬ 富士宮市羽鮒2428－9 望月　香奈 犬 10 平成21年3月30日 225808031 富士宮市羽鮒2428－9 販売

74 伊東　一美 ペットハウス　フローラ 富士市日乃出町７１ 伊東　一美 犬 15 平成21年4月8日 225809001 富士市日乃出町７１ 保管

75 特定非営利活動法人ワンワンパーティクラブ 理事長　三浦健太 特定非営利活動法人ワンワンパーティクラブ 富士宮市上井出3472-113 三浦　健太 犬 10000 平成21年6月1日 225809006 訓練

76 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト富士宮店 富士宮市浅間町1-8　 佐野　一貴 犬 21 平成22年3月10日 225809014 富士宮市浅間町1-8　 販売

猫 4

77 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ペテモ富士宮店 富士宮市浅間町1-8　富士宮イオンモール店内 崎口　小百合 犬 23 平成22年3月10日 225809015 富士宮市浅間町1-8　富士宮イオンモール店内 保管

猫 3

78 宮崎　大 DOG　SALON　UHURU 富士市森島471-4 宮崎　大 犬 15 平成22年5月25日 225810006 富士市森島471-4 保管

79 宮崎　大 DOG　SALON　UHURU 富士市森島471-4 宮崎　大 犬 20 平成22年5月25日 225810007 富士市森島471-4 販売

80 佐藤　泰輔 森の陽気な仲間たち 富士市松岡1444-25 佐藤　泰輔 猫 50 平成22年6月25日 225810008 富士市松岡1444-25 販売

81 櫻井　一二三 洒水の滝荘 富士宮市羽鮒11-10 櫻井　一二三 犬 20 平成22年9月24日 225810010 富士宮市羽鮒11-10 販売

82 成川　淳一 なるかわ動物病院 富士宮市小泉544 成川　淳一 犬 4 平成22年10月26日 225810013 富士宮市小泉544 保管

猫 4

ウサギ 3

83 有限会社アトムビジネス 代表取締役　手塚 由美子 有限会社アトムビジネス 富士市厚原1099-37 手塚　由美子 犬 20 平成22年11月22日 225810015 富士市厚原1099-37 販売

猫 10

84 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト富士南店 富士市鮫島118-10　 宮崎　麻由 犬 27 平成22年11月30日 225810016 富士市鮫島118-10　 販売

猫 6

85 栗田　譲 コアラ 富士市横割本町14-2 栗田　譲 ハムスター 30 平成23年2月21日 225810020 富士市横割本町14-2 販売
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

モルモット 30

ウサギ 10

インコ 10

フクロウ 5

猛禽類 3

ヘビ 50

カメ 50

トカゲ 50

ワニ 10

86 酒井　訓子 どっぐ　は～と 富士宮市小泉1577-46 酒井　訓子 犬 10 平成23年2月25日 225810021 富士宮市小泉1577-46 保管

猫 5

87 青木　文子 青木　文子 富士宮市小泉2132－2 青木　文子 犬 3 平成23年6月6日 225811002 富士宮市小泉2132－2 保管

88 塩澤孝次 亀星 富士市天間５２５－１ 塩澤孝次 ウサギ 5 平成23年6月23日 225811003 富士市天間５２５－１ 販売

リス 5

チンチラ 5

インコ 5

ヘビ 15

亀 15

89 実石和代 Fairy　Tail 富士市富士町２－１５－６０１ 実石和代 犬 2 平成23年6月23日 225811005 富士市富士町２－１５－６０１ 保管

90 佐野文彦 サノ　ロフト 富士市原田１０５－１０ 佐野文彦 ハト 20 平成23年10月18日 225811008 富士市原田１０５－１０ 販売

91 遠藤　瑠美 ドッグサロン　ＲＵＢＢＹ 富士宮市内房３８３４－５ 遠藤　瑠美 犬 3 平成23年11月1日 225811010 富士宮市内房３８３４－５ 保管

92 髙橋　恵奈美 髙橋　恵奈美 富士市宇東川西町１０－３０ 髙橋　恵奈美 犬 6 平成24年1月20日 225811012 富士市宇東川西町１０－３０ 保管

93 瀧浪　かほり 静岡瀧浪警察犬愛犬訓練所 富士宮市羽鮒2402-12 瀧浪　かほり 犬 20 平成24年6月21日 225812002 富士宮市羽鮒2402-12 販売

94 瀧浪　かほり 静岡瀧浪警察犬愛犬訓練所 富士宮市羽鮒2402-12 瀧浪　かほり 犬 10 平成24年6月21日 225812003 富士宮市羽鮒2402-12 訓練

95 北村麻美 わんちゃんの美容室セッテ 富士市岩本１８６４－９ 北村麻美 犬 2 平成24年6月29日 225812004 富士市岩本１８６４－９ 保管

96 天野節子 タカオランド 富士市御幸町６－３４ 天野隆雄 犬 40 平成24年6月29日 225812005 富士市御幸町６－３４ 販売

97 有限会社内田芸能社 代表取締役　内田義廣 わんわん大サーカス 富士市大淵１２８１－１ 内田　志保 犬 50 平成24年7月11日 225812007 富士市大淵１２８１－１ 展示

7



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

98 土屋　薫 富士インターアニマルクリニック 富士市伝法3106-1 土屋　薫 犬 5 平成24年7月12日 225812009 富士市伝法3106-1 保管

猫 5

フェレット 2

ウサギ 2

オウム 2

インコ 2

99 株式会社トウキョウ・ワンク 代表取締役　堀川　勝志 ペッツゴー富士店 富士市永田北町４－５　ジャンボエンチョー内 遠藤　真澄 犬 20 平成24年8月30日 225812012 富士市永田北町４－５　ジャンボエンチョー内 販売

猫 5

100 株式会社トウキョウ・ワンク 代表取締役　堀川　勝志 ペッツゴー富士店 富士市永田北町４－５　ジャンボエンチョー内 遠藤　真澄 犬 20 平成24年8月30日 225812013 富士市永田北町４－５　ジャンボエンチョー内 保管

猫 5

101 齋藤　三枝 Dog　Salon　Frill 富士宮市大中里７９０－４ 齋藤　三枝 犬 2 平成24年12月26日 225812014 富士宮市大中里７９０－４ 保管

102 西沢　宗二 西沢　宗二 富士宮市山宮９８８－８ 西沢　宗二 犬 10 平成25年2月12日 225812015 訓練

103 西沢　京子 西沢　京子 富士宮市山宮９８８－８ 西沢　京子 犬 10 平成25年2月12日 225812016 訓練

104 小林　恵美 ケーエビアン 富士市久沢1651-4 小林　恵美 犬 10 平成25年2月12日 225812017 富士市久沢1651-4 販売

105 小林　恵美 ケーエビアン 富士市久沢1651-4 小林　恵美 犬 2 平成25年2月12日 225812018 富士市久沢1651-4 保管

106 渡邉理惠 Amico Chittarla 富士市今宮６２０－２１ 渡邉理惠 犬 5 平成25年2月20日 225812019 富士市今宮６２０－２１ 保管

107 桑原　佐知子 犬の美容室　わんわんらんど 富士宮市万野原新田３８００－７ 桑原　佐知子 犬 11 平成25年2月25日 225812021 富士宮市万野原新田３８００－７ 保管

108 井出賢司 松岡犬舎 富士市松岡1805-86 井出賢司 犬 8 平成25年3月7日 225812020 富士市松岡1805-86 販売

109 古川いづみ 富士いづみ 富士市厚原１２５８－９ 古川いづみ 犬 6 平成25年3月7日 225812022 富士市厚原１２５８－９ 販売

110 持田将伸 トリミングショップ　しゃぼん 富士市前田８３８－３ 持田将伸 犬 4 平成25年6月7日 225813008 富士市前田８３８－３ 保管

111 鈴木　晴巳 富士宮犬舎 富士宮市淀平町７５８ 鈴木　咲子 犬 25 平成25年10月29日 225813013 富士宮市淀平町７５８ 販売

112 片平　奈美 ペットシッター＆ホテル　Ｃｏｃｏａ倶楽部 富士宮市小泉２４１８－８ 片平　恵夫 犬 15 平成25年11月21日 225813014 富士宮市小泉２４１８－８ 保管

猫 5

113 佐野　卓哉 インコ専門店　ぺありー 富士宮市万野原新田４０７３－３ 佐野　卓哉 インコ 150 平成25年11月21日 225813015 富士宮市万野原新田４０７３－３ 販売

114 佐野　卓哉 インコ専門店　ぺありー 富士宮市万野原新田４０７３－３ 佐野　卓哉 インコ 25 平成25年11月21日 225813016 富士宮市万野原新田４０７３－３ 保管

オウム 25

115 有限会社グレース 代表取締役　坂下 智之 ウエスト　ウインド　ランチ 富士宮市上井出３８００ 坂下　ゆう子 馬 10 平成25年12月13日 225813020 富士宮市上井出３８００ 訓練
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

116 有限会社グレース 代表取締役　坂下 智之 ウエスト　ウインド　ランチ 富士宮市上井出３８００ 坂下　ゆう子 馬 15 平成25年12月13日 225813021 富士宮市上井出３８００ 販売

117 加茂株式会社 代表取締役　加茂 登志子 富士花鳥園 富士宮市根原480-1 宮本　正明 ウサギ 20 平成25年12月25日 225813022 富士宮市根原480-1 展示

モルモット 30

フクロウ 110

インコ 100

エミュー 40

ペンギン 10

タカ・ハヤブサ 10

水鳥 100

キジ 5

オオハシ 6

118 加茂株式会社 代表取締役　加茂 登志子 富士花鳥園 富士宮市根原480-1 宮本　正明 ウサギ 20 平成25年12月25日 225813023 富士宮市根原480-1 貸出し

モルモット 30

フクロウ 110

インコ 100

エミュー 40

ペンギン 10

タカ・ハヤブサ 10

水鳥 100

キジ 5

オオハシ 6

119 加茂株式会社 代表取締役　加茂 登志子 富士花鳥園 富士宮市根原480-1 宮本　正明 ウサギ 20 平成25年12月25日 225813024 富士宮市根原480-1 販売

モルモット 30

フクロウ 110

インコ 100

エミュー 40

ペンギン 10

9



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

タカ・ハヤブサ 10

水鳥 100

キジ 5

オオハシ 6

120 金丸　津鶴 甲斐蓮富士犬舎 富士宮市粟倉223-22 金丸　津鶴 犬 10 平成25年12月27日 225813025 富士宮市粟倉223-22 販売

121 渡辺　知美 ドッグサロン　Hota　Kuru 富士宮市穂波町18-3　頭火ビル１F 渡辺　知美 犬 2 平成26年6月27日 225814002 富士宮市穂波町18-3　頭火ビル１F 保管

122 大澤　一仁 ドッグサロンKAZ 富士宮市三園平1127-8 大澤　一仁 犬 2 平成26年7月23日 225814003 富士宮市三園平1127-8 保管

123 甲田　恵世 MANA 富士市鷹岡本町12-12 甲田　恵世 犬 2 平成26年9月10日 225814009 富士市鷹岡本町12-12 保管

124 宮﨑　若雄 イチギク 富士市境517-1 宮﨑　若雄 犬 30 平成26年9月24日 225814012 富士市境517-1 販売

125 一条　恵 犬の美容室Ｋｅｎ 富士宮市小泉1939-1 一条　恵 犬 3 平成26年10月1日 225814010 富士宮市小泉1939-1 保管

126 市川奈緒美 ペット美容室　ナオ 富士宮市大中里1791 市川奈緒美 犬 3 平成26年10月1日 225814013 富士宮市大中里1791 保管

127 平石志乃 パフェ　エンジェル 富士宮市野中1041-36 平石志乃 犬 10 平成26年10月1日 225814014 富士宮市野中1041-36 販売

128 石川いづみ Lily 富士宮市杉田1164-36 石川いづみ 犬 2 平成26年10月22日 225814015 富士宮市杉田1164-36 保管

129 鈴木　紹裕 愛犬の美容室　あい 富士市比奈1063-1 鈴木　恵子 犬 3 平成26年11月26日 225814017 富士市比奈1063-1 保管

猫 2

フェレット 1

130 鈴木　綾一 ＢＥＬＬ動物病院 富士宮市城北町755 鈴木　綾一 犬 5 平成27年1月13日 225814018 富士宮市城北町755 保管

猫 2

うさぎ 1

フェレット 1

ハムスター 1

131 石原　工幸 アルチザンあにまる 富士宮市粟倉917-1 石原　工幸 インコ 150 平成27年2月20日 225814019 富士宮市粟倉917-1 販売

カメ 20

132 柏倉　志津 わんちゃんの美容室CoCo 富士市今泉3747-37 柏倉　志津 犬 4 平成27年2月25日 225814020 富士市今泉3747-37 保管

133 豊島　佐和子 犬のシャンプー　ちびり 富士宮市若の宮町860　住吉パレス12号 豊島　佐和子 犬 2 平成27年4月14日 225815001 富士宮市若の宮町860　住吉パレス12号 保管

134 向井　由美子 明星山ホースガーデン 富士宮市貫戸56-2 向井　由美子 馬 6 平成27年5月13日 225815005 富士宮市貫戸56-2 展示

135 株式会社ＡＨＢ　 代表取締役　川口　雅章 富士ウエルネスセンター 富士市伝法1番１ 伊藤　行男 犬 17 平成27年6月23日 225815006 富士市伝法1番１ 販売
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

猫 5

136 鈴木　玲央 レオタイルズ 富士市松岡1465－18　エスポワールⅢ　202号 鈴木　玲央 ヤモリ 40 平成27年7月6日 225815009 富士市松岡1465－18　エスポワールⅢ　202号 販売

137 野澤　千恵 モモドコロ 富士市蓼原812－5 杉山　和俊 フクロモモンガ 100 平成27年7月9日 225815008 富士市蓼原812－5 販売

ハリネズミ 10

ハムスター 10

リス 10

インコ 5

トカゲ 5

138 三村　栄子 トリミングサロン　ひなたぼっこ 富士市檜新田321－1 三村　栄子 犬 10 平成27年7月17日 225815010 富士市檜新田321－1 保管

猫 5

139 渡邉　博和 ファミリア 富士宮市上条942-２ 渡邉　博和 リス 30 平成27年7月27日 225815013 富士宮市上条942-２ 販売

フクロモモンガ 60

ハリネズミ 20

ウサギ 5

ハムスター 30

140 佐野　仁美 trimming  bikke 富士宮市大宮町11-19 佐野　仁美 犬 6 平成27年7月27日 225815014 富士宮市大宮町11-19 保管

141 金刺　誠人 ジパング　ベルク　ケンネル 富士宮市野中1004-4 金刺　誠人 犬 20 平成27年8月6日 225815015 富士宮市野中1004-4 販売

142 岩佐　有紀子 ロゼッタ　グルーミング 富士市石坂72-８ 岩佐　有紀子 犬 2 平成27年9月9日 225815016 富士市石坂72-８ 保管

猫 2

143 岩佐　有紀子 猫カフェ　ロゼッタ 富士市石坂72-８ 岩佐　有紀子 猫 20 平成27年9月9日 225815017 富士市石坂72-８ 展示

144 株式会社犬の家 代表取締役　福手　由美 犬の家＆猫の里　富士店 富士市本市場町829 若林　玲奈 犬 22 平成27年9月15日 225815018 富士市本市場町829 販売

猫 4

145 株式会社犬の家 代表取締役　福手　由美 犬の家＆猫の里　富士店 富士市本市場町829 若林　玲奈 犬 6 平成27年9月15日 225815019 富士市本市場町829 保管

146 本多　敏江 乗馬クラブ　ＥＱＵＩＮＥ－ＨＯＬＩＣ 富士宮市人穴654 本多　列央 馬 15 平成28年2月8日 225815025 富士宮市根原228　ハートランド朝霧内 販売

147 本多　敏江 乗馬クラブ　ＥＱＵＩＮＥ－ＨＯＬＩＣ 富士宮市人穴654 本多　列央 馬 15 平成28年2月8日 225815026 富士宮市根原228　ハートランド朝霧内 展示

148 深澤　奈那 ドッグサロン　アトムビーム 富士宮市宝町７－９ 深澤　奈那 犬 6 平成28年2月23日 225815030 富士宮市宝町７－９ 保管

149 伊山　善江 ペットサロン MEIFOO メイフー 富士宮市田中町63　竹川ビル１F 伊山　善江 犬 8 平成28年4月4日 225815033 富士宮市田中町63　竹川ビル１F 保管

11



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

150 伊山　善江 ペットサロン MEIFOO メイフー 富士宮市田中町63　竹川ビル１F 伊山　善江 犬 4 平成28年4月4日 225815034 富士宮市田中町63　竹川ビル１F 販売

151 渡邉　絵美 Angel 富士宮市万野原新田3141-13 渡邉　絵美 犬 2 平成28年6月3日 225815037 富士宮市万野原新田3141-13 保管

猫 1

152 鈴木千代美 ドック　サロン　PRIER 富士市境53－21 鈴木　千代美 犬 30 平成28年12月16日 225815040 富士市境53－21 販売

153 鈴木千代美 ドック　サロン　PRIER 富士市境53－21 鈴木千代美 犬 5 平成28年12月16日 225815041 富士市境53－21 保管

154 青木　祐介 Cat AOKI 富士市松岡1015－７ 青木　祐介 猫 8 平成29年1月17日 225815042 富士市松岡1015－７ 販売

オオハシ 1

ミミズク 4

フクロウ 2

ハヤブサ 1

タカ 1

155 迫田　有沙 arimal house 富士市五貫島412-104 迫田　有沙 ハリネズミ 5 平成29年1月24日 225815045 富士市五貫島412-104 販売

フクロモモンガ 20

チンチラ 5

156 臺　伸一郎 むさし造園 富士市大渕494-18 臺　伸一郎 ヤモリ 20 平成29年2月3日 225815043 富士市大渕494-18 販売

トカゲ 30

157 木川　武光 きがわドッグスクール 富士宮市青木316-3 木川　武光 犬 5 平成29年2月15日 225815046 富士宮市青木316-3 保管

158 鈴木　紹裕 ペットのすずき 富士宮市宮北町56 鈴木　紹裕 犬 20 平成29年2月28日 225815047 富士宮市宮北町56 販売

猫 10

フェレット 4

ウサギ 5

チンチラ 8

ハムスター 10

159 鈴木　紹裕 ペットのすずき 富士宮市宮北町56 鈴木　紹裕 犬 6 平成29年2月28日 225815048 富士宮市宮北町56 保管

猫 2

160 篠原　悦子 Happy　Bell 富士宮市原598-1 篠原　悦子 犬 13 平成29年3月21日 225815049 富士宮市原598-1 販売

161 北脇　香澄 むくの木牧場 富士宮市人穴764-３ 北脇　香澄 馬 4 平成29年3月23日 225815051 富士宮市人穴764-３ 保管

12



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

162 北脇　香澄 むくの木牧場 富士宮市人穴764-３ 北脇　香澄 馬 4 平成29年3月23日 225815054 富士宮市人穴764-３ 展示

163 伏見　香織 ラブ　アンド　ピース 富士市松岡425-1 伏見　香織 犬 10 平成29年3月28日 225815055 富士市松岡425-1 販売

164 迫田　有沙 arimal house 富士市五貫島412-104 迫田　有沙 フクロモモンガ 10 平成29年5月17日 225817004 富士市五貫島412-104 保管

チンチラ 2

165 阿部　悦子 ビッグ　ワン 富士宮市北町1-1 阿部　悦子 犬 8 平成29年5月24日 225817006 富士宮市北町1-1 販売

166 阿部　悦子 ビッグ　ワン 富士宮市北町1-1 阿部　悦子 犬 8 平成29年5月24日 225817007 富士宮市北町1-1 保管

167 髙森　菜奈 modee 富士市永田町1-32 髙森　菜奈 犬 4 平成29年7月20日 225817012 富士市永田町1-32 保管

168 石川　梓 トリミングサロン　フルハウス 富士市松岡2334-1 石川　梓 犬 3 平成29年8月24日 225817014 富士市松岡2334-1 保管

169 鈴木　静香 ドッグサロン　MY room 富士市水戸島本町10-25 鈴木　静香 犬 3 平成29年10月16日 225817015 富士市水戸島本町10-25 保管

170 だいあーど株式会社 代表取締役　勝又理子 だいあーど富士店 富士市比奈3098－8 勝又理子 犬 12 平成29年12月5日 225817016 富士市比奈3098－8 保管

猫 2

171 だいあーど株式会社 代表取締役　勝又理子 だいあーど富士店 富士市比奈3098－8 勝又理子 犬 12 平成29年12月5日 225817017 富士市比奈3098－8 譲受飼養業

猫 2

172 高萩　恵美子 ハピネス朝霧訓練所 富士宮市内野1624－142 高萩　恵美子 犬 5 平成29年12月22日 225817018 富士宮市内野1624－142 訓練

173 本多　敏江 LUPUS-DEI 富士宮市人穴654 本多　敏江 犬 30 平成29年12月27日 225817019 富士宮市人穴654 販売

174 本多　敏江 LUPUS-DEI 富士宮市人穴654 本多　敏江 犬 30 平成29年12月27日 225817020 富士宮市人穴654 貸出し

175 井上　梨恵 パーティー　ペット　パウオレ 富士市川成島894-5 井上　梨恵 犬 4 平成29年12月27日 225817021 富士市川成島894-5 保管

176 株式会社アドテック 代表取締役　安藤　穂連 リッカテイル 富士市鈴川西町15-12 安藤　リカ 犬 3 平成30年1月19日 225817022 富士市鈴川西町15-12 保管

177 株式会社フジアースフィールド 代表取締役　吉田　典代 株式会社フジアースフィールド 富士宮市原748-34 吉田　典代 犬 30 平成30年1月29日 225817023 富士宮市原748-34 販売

178 株式会社フジアースフィールド 代表取締役　吉田　典代 株式会社フジアースフィールド 富士宮市原748-34 吉田　典代 犬 5 平成30年1月29日 225817024 富士宮市原748-34 保管

179 株式会社フジアースフィールド 代表取締役　吉田　典代 株式会社フジアースフィールド 富士宮市原748-34 吉田　典代 犬 5 平成30年1月29日 225817025 富士宮市原748-34 貸出し

180 大森　祥子 ドッグサロンIvy 富士市錦町１丁目14-27 大森　祥子 犬 4 平成30年2月14日 225817026 富士市錦町１丁目14-27 保管

181 有限会社ナチュラルスウィートカンパニー 取締役　袖山　知巳 有限会社ナチュラルスウィートカンパニー　ポワポワ 富士市御幸町11-17 袖山　知巳 犬 4 平成30年3月8日 225817027 富士市御幸町11-17 保管

182 笠井　清美 ＮＰＯしずおかセラピードッグサポートクラブ 富士市南松野1686-10 笠井　清美 犬 2 平成30年3月8日 225817028 保管

猫 1

183 特定非営利活動法人　捨て猫をなくす会 理事　鈴木 美晴 特定非営利活動法人　捨て猫をなくす会　終いの棲家 富士市日乃出町86 鈴木　美晴 猫 15 平成30年3月26日 225817029 富士市吉原4-14-12 譲受飼養業

184 丸山　友梨華 Trimming Salon Lily's won 富士宮市ひばりが丘884 丸山　友梨華 犬 2 平成30年5月22日 225818002 富士宮市ひばりが丘884 保管

13



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

185 山本　星海 Star sea 富士宮市源道寺町852-1 山本　星海 犬 2 平成30年6月22日 225818003 富士宮市源道寺町852-1 保管

186 大久保　珠貴 LA PLUME DOUCE 富士市中島439-11 大久保　珠貴 犬 10 平成30年8月6日 225818004 富士市中島439-11 販売

187 大久保　珠貴 LA PLUME DOUCE 富士市中島439-11 大久保　珠貴 犬 3 平成30年8月6日 225818005 富士市中島439-11 保管

188 だいあーど株式会社 代表取締役　勝又　理子 だいあーど富士店 富士市比奈3098-8 勝又　理子 犬 12 平成30年9月5日 225818007 富士市比奈3098-8 販売

猫 2

189 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト富士南店 富士市鮫島118-10 宮崎　麻由 犬 27 平成30年9月12日 225818008 富士市鮫島118-10 貸出し

猫 6

190 株式会社富士山昇 代表取締役　藁間　智之 ISSYO 富士宮市東阿幸地682-7 藁間　安代 犬 40 平成30年9月14日 225818009 富士宮市東阿幸地682-7 保管

猫 15

兎 5

ハムスター 10

モルモット 5

フェレット 5

セキセイインコ 10

オウム 10

文鳥 10

十姉妹 10

亀 10

191 株式会社富士山昇 代表取締役　藁間　智之 ISSYO 富士宮市東阿幸地682-7 藁間　安代 犬 40 平成30年9月14日 225818010 富士宮市東阿幸地682-7 訓練

192 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト富士宮店 富士宮市浅間町1-8 佐野　一貴 犬 21 平成30年9月19日 225818011 富士宮市浅間町1-8 貸出し

猫 4

193 中村　莉菜 Trimming Salon Sulley 富士市中丸819-11 中村　莉菜 犬 2 平成30年9月20日 225818012 富士市中丸819-11 保管

194 松原　千恵 わんこの美容室　そらいろ 富士宮市下条1550-2 松原　千恵 犬 3 平成30年10月25日 225818013 富士宮市下条1550-2 保管

猫 1

195 株式会社ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 富士ウエルネスセンター 富士市伝法1-1 伊藤　行男 犬 3 平成30年11月29日 225818014 富士市伝法1-1 保管

猫 2

196 佐野　宏一 ベルベット　ケンネル 富士宮市猪之頭2244-3 佐野　宏一 犬 100 平成30年12月3日 225818017 富士宮市猪之頭2244-3 販売

14



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

猫 20

197 佐野　宏一 ベルベット　ケンネル 富士宮市猪之頭2244-3 佐野　宏一 犬 100 平成30年12月3日 225818018 富士宮市猪之頭2244-3 保管

猫 20

198 佐野　宏一 ベルベット　ケンネル 富士宮市猪之頭2244-3 佐野　宏一 犬 100 平成30年12月3日 225818019 富士宮市猪之頭2244-3 訓練

猫 20

199 株式会社りき 代表取締役　西村　力也 りき動物病院 富士市平垣484-10 西村　友香 犬 15 平成30年12月7日 225818015 富士市平垣484-10 保管

猫 10

ウサギ 3

ハムスター 3

インコ 3

200 株式会社りき 代表取締役　西村　力也 りき動物病院 富士市平垣484-10 西村　友香 犬 3 平成30年12月7日 225818016 富士市平垣484-10 訓練

201 鈴木　紹裕 愛犬の美容室あい 富士市比奈1063-1 鈴木　恵子 犬 5 平成31年1月25日 225818020 富士市比奈1063-1 販売

猫 5

202 佐野　喜子 散歩道 富士市江尾95-1 佐野　喜子 うさぎ 2 平成31年2月6日 225818021 富士市江尾95-1 保管

203 佐野　喜子 散歩道 富士市江尾95-1 佐野　喜子 うさぎ 4 平成31年2月6日 225818022 富士市江尾95-1 展示

204 合同会社ＨＡＰＰＹ 代表社員　望月 光太郎 ＨＡＰＰＹ 富士市厚原1150-1　メゾンド秋山 望月　琴美 犬 16 平成31年2月15日 225818023 富士市厚原1150-1　メゾンド秋山 保管

205 井上　和美 井上　和美 富士市宮島988-2 井上　和美 犬 10 平成31年3月7日 225818027 富士市宮島988-2 販売

206 佐野　由布子 ARTESANO　CATS 富士宮市宮町5-33 佐野　由布子 猫 30 平成31年3月13日 225818024 富士宮市宮町5-33 販売

207 佐野　由布子 ARTESANO　CATS 富士宮市宮町5-33 佐野　由布子 猫 30 平成31年3月13日 225818025 富士宮市宮町5-33 保管

208 佐野　由布子 ARTESANO　CATS 富士宮市宮町5-33 佐野　由布子 猫 30 平成31年3月13日 225818026 富士宮市宮町5-33 展示

209 山本　安喜子 山本　安喜子 富士市三ツ沢560-33 山本　安喜子 犬 7 平成31年3月14日 225818028 富士市三ツ沢560-33 販売

210 山本　安喜子 山本　安喜子 富士市三ツ沢560-33 山本　安喜子 犬 7 平成31年3月14日 225818029 富士市三ツ沢560-33 保管

211 井上　拓磨 カチョロ×サングリア 富士宮市山宮3645-100 井上　拓磨 馬 1 令和1年7月4日 225819001 富士宮市山宮3645-100 展示

212 横山　友枝 キャロット 富士市川成島475 横山　友枝 犬 8 令和1年7月30日 225819002 富士市川成島475 販売

213 金子　初美 シオン 富士宮市猪之頭1775-4 金子　初美 犬 20 令和1年8月19日 225819004 富士宮市猪之頭1775-4 販売

214 金子　初美 シオン 富士宮市猪之頭1775-4 金子　初美 犬 5 令和1年8月19日 225819005 富士宮市猪之頭1775-4 保管

215 金子　初美 シオン 富士宮市猪之頭1775-4 金子　初美 犬 10 令和1年8月19日 225819006 富士宮市猪之頭1775-4 貸出し

15



【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

216 大塚　淳子 JEDADEUX 富士宮市猪之頭2244-3 大塚　淳子 犬 10 令和1年8月19日 225819007 富士宮市猪之頭2244-3 販売

猫 10

217 林　孝幸 月うさぎ 富士市今泉3054-10 林　孝幸 うさぎ 10 令和1年8月20日 225819003 富士市今泉3054-10 販売

218 荻　芳一 富丘美山雅 富士宮市淀師1664-16 土井　恵美子 犬 16 令和1年9月6日 225819008 富士宮市淀師1664-16 販売

219 石川　歩 DOG  SALON  ALICE 富士宮市東町6-17 石川　歩 犬 4 令和1年10月28日 225819009 富士宮市東町6-17 保管

220 株式会社　ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディングス 代表取締役　植村　勝博 (株)ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディングス 富士宮市上井出2753-2 植村　勝博 ヤギ 10 令和1年10月31日 225819010 富士宮市上井出2753-2 貸出し

ミニブタ 10

ウサギ 4

鶏 10

カモ 10

アヒル 10

221 株式会社　ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディングス 代表取締役　植村　勝博 (株)ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディングス 富士宮市上井出2753-2 植村　勝博 ヤギ 10 令和1年10月31日 225819011 富士宮市上井出2753-2 展示

ミニブタ 10

ウサギ 4

鶏 10

カモ 10

アヒル 10

222 株式会社　ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディングス 代表取締役　植村　勝博 (株)ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディングス 富士宮市上井出2753-2 植村　勝博 ヤギ 10 令和1年10月31日 225819012 富士宮市上井出2753-2 販売

ミニブタ 10

ウサギ 4

鶏 10

カモ 10

アヒル 10

223 株式会社富士博園 代表取締役　杉原和男 株式会社富士博園 富士宮市万野原新田3250 齋藤佳代 やぎ 18 令和1年11月8日 225819013 富士宮市山宮3666-125 展示

224 鈴木　信吾 Pet shop E＆K 富士市厚原1432-11 鈴木　信吾 フクロモモンガ 5 令和1年12月27日 225819014 富士市厚原1432-11 販売

ハリネズミ 6

ショウガラゴ 3
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

アヒル 5

カメ 5

225 鈴木　信吾 Pet shop E＆K 富士市厚原1432-11 鈴木　信吾 フクロモモンガ 5 令和1年12月27日 225819015 富士市厚原1432-11 貸出し

ハリネズミ 6

ショウガラゴ 3

アヒル 5

カメ 5

226 株式会社ＢＡＷＢＡＷ 代表取締役　佐藤　祐子 ＢＡＷＢＡＷ＋　富士店 富士市蓼原町1654 中島　愛佳 犬 5 令和2年1月28日 225819016 富士市蓼原町1654 保管

227 株式会社ＢＡＷＢＡＷ 代表取締役　佐藤　祐子 ＢＡＷＢＡＷ＋　富士宮店 富士宮市阿幸地30 佐野　春佳 犬 5 令和2年1月28日 225819017 富士宮市阿幸地30 保管

228 株式会社いさわや 代表取締役　内藤　信一 アニマルハウス倶楽部 富士市比奈913 内藤　信一 犬 13 令和2年3月27日 225819021 富士市比奈913 販売

229 株式会社いさわや 代表取締役　内藤　信一 アニマルハウス倶楽部 富士市比奈913 内藤　信一 犬 3 令和2年3月27日 225819022 富士市比奈913 保管

230 株式会社いさわや 代表取締役　内藤　信一 アニマルハウス倶楽部 富士市比奈913 内藤　信一 犬 3 令和2年3月27日 225819023 富士市比奈913 貸出し

231 深澤　佑理 GRAVIL Dog Grooming 富士市松岡1805-3 深澤　佑理 犬 4 令和2年3月30日 225819020 富士市松岡1805-3 保管

232 勝山　百恵 trimming salon momo 富士宮市上井出3762 勝山百恵 犬 3 令和2年4月15日 225820003 富士宮市上井出3762 保管

猫 1

233 木川　慎二郎 ディアグローブファーム 富士宮市人穴５８３－２ 木川　慎二郎 犬 12 令和2年4月30日 225820004 富士宮市人穴５８３－２ 訓練

234 木川　慎二郎 ディアグローブファーム 富士宮市人穴５８３－２ 木川　慎二郎 犬 10 令和2年4月30日 225820005 富士宮市人穴５８３－２ 販売

235 伊東　千尋 ＢLＵＥ－ＥＹＥ 富士宮市村山１２４９－１３ 伊東　千尋 犬 5 令和2年4月30日 225820006 富士宮市村山１２４９－１３ 保管

猫 5

236 株式会社　ミネルバ 代表取締役　西山　淳一 ペッツワン富士宮小泉店 富士宮市小泉487 前島　美咲 犬 28 令和2年5月14日 225820001 富士宮市小泉487 販売

猫 4

237 株式会社　ミネルバ 代表取締役　西山　淳一 ペッツワン富士宮小泉店 富士宮市小泉487 前島美咲 犬 28 令和2年5月14日 225820002 富士宮市小泉487 保管

猫 4

238 山上　二十美 ラブリーテイル 富士市石坂391-5 山上　二十美 犬 4 令和2年5月21日 225820008 富士市石坂391-5 保管

239 田中晃美 Trimming　Salon＊Mint 富士市水戸島333－3 田中晃美 犬 3 令和2年5月25日 225820007 富士市水戸島333－3 保管

猫 1

240 小笠原　真由美 ペリート 富士市広見本町４－６ 小笠原　真由美 犬 9 令和2年5月26日 225820009 富士市広見本町４－６ 販売
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

241 高橋　大樹 富士Rep 富士市比奈２０１４－１ 高橋　大樹 フクロモモンガ 18 令和2年5月26日 225820011 富士市比奈２０１４－１ 販売

ヘビ 40

リクガメ 10

ミズガメ 26

242 村上商事株式会社 代表取締役　村上　大志 爬虫村 富士宮市小泉１７８７－９ 村上　大志 ヘビ 5 令和2年5月26日 225820012 富士宮市小泉１７８７－９ 販売

トカゲ 10

カメ 2

243 清　恵 ドッグショップ coco 富士宮市淀師191-33 清　恵 犬 20 令和2年5月28日 225820010 富士宮市淀師191-33 販売

244 深澤　敦教 ドッグラン＆カフェＭＯＭＯ 富士宮市源道寺町1247 深澤　敦教 犬 5 令和2年5月28日 225820014 富士宮市源道寺町1247 訓練

猫 2

245 深澤　敦教 ドッグラン＆カフェＭＯＭＯ 富士宮市源道寺町1247 深澤　敦教 犬 5 令和2年5月28日 225820015 富士宮市源道寺町1247 保管

猫 2

246 株式会社　チロル 代表取締役　牧田　洋史 ペットショップチロル　エスポット富士店 富士市米之宮町267　エスポット富士店　店内 野田　汐音 犬 8 令和2年9月4日 225820017 富士市米之宮町267　エスポット富士店　店内 販売

猫 2

ハムスター 20

ウサギ 2

モモンガ 2

モルモット 3

ハリネズミ 2

インコ 10

十姉妹 5

文鳥 5

リクガメ 3

トカゲ 3

247 株式会社　チロル 代表取締役　牧田　洋史 ペットショップチロル　エスポット富士店 富士市米之宮町267　エスポット富士店  店内 野田　汐音 犬 5 令和2年9月4日 225820018 富士市米之宮町267　エスポット富士店　店内 保管

猫 2

ウサギ 4
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

モルモット 1

248 株式会社　チロル 代表取締役　牧田　洋史 ペットショップチロル　エスポット富士店 富士市米之宮町267　エスポット富士店　店内 平川　優希 犬 8 令和2年9月4日 225820019 富士市米之宮町267　エスポット富士店　店内 貸出し

猫 2

249 宇佐美　怜夢 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　Ｒ＆Ｄ 富士市北松野1660-4 宇佐美　怜夢 犬 2 令和2年10月21日 225820021 富士市北松野1660-4 保管

250 渡辺　真理 Dog　Salon　fuwa fura 富士宮市淀師223-9 渡辺　真理 犬 5 令和2年10月29日 225820022 富士宮市淀師223-9 保管

猫 1

251 中野　杏奈 CHAINON 富士宮市万野原新田３１５３－１９ 中野　杏奈 犬 5 令和2年11月27日 225820023 富士宮市万野原新田３１５３－１９ 保管

252 石田　理 ISHTAR 富士市厚原2180-4 石田　理 犬 9 令和2年12月4日 225820024 富士市厚原2180-4 販売

猫 5

253 稲垣 康仁 ＩＮＡＧＡＫＩ 富士宮市淀師624-6 稲垣　康仁 犬 10 令和3年1月20日 225820027 富士宮市淀師624-6 販売

254 稲垣　康仁 ＩＮＡＧＡＫＩ 富士宮市淀師624－6 稲垣　康仁 犬 10 令和3年1月20日 225820028 富士宮市淀師624－6 保管

255 小野　友美 Crow　ｂａｒ 富士市大淵1857－1 小野　友美 犬 4 令和3年1月28日 225820029 保管

猫 4

256 長谷川　花菜 南富士kankan 富士市久沢836-3 長谷川　花菜 猫 25 令和3年2月11日 225820032 富士市久沢836-3 販売

257 長谷川　花菜 南富士kankan 富士市久沢836-3 長谷川　花菜 犬 1 令和3年2月11日 225820033 富士市久沢836-3 保管

猫 2

258 株式会社Coo&RIKU東日本 代表取締役　大久保　浩之 ペットショップCoo&RIKU　富士店 富士市青島町195-1 飯塚　文香 犬 30 令和3年2月25日 225820030 富士市青島町195-1 販売

猫 6

259 株式会社Coo&RIKU東日本 代表取締役　大久保　浩之 ペットショップCoo&RIKU　富士店 富士市青島町195-1 飯塚　文香 犬 18 令和3年2月25日 225820031 富士市青島町195-1 保管

260 一般社団法人　エヘガザル 代表理事　村松　玄吾 エヘガザル 富士宮市山宮3645－247 乾　小織 馬 10 令和3年3月9日 225820035 富士宮市山宮3645－100 展示

261 前田　里美 ポメポメ 富士市今宮574－1 前田　里美 犬 18 令和3年3月15日 225820034 富士市今宮574－1 販売

262 青藤　晃照 オリエントエンジェル 富士市神谷666-10 髙田早希子 犬 30 令和3年3月19日 225820036 富士市神谷666-10 販売

263 株式会社　チロル 代表取締役社長　牧田洋史 ペットショップチロル　エスポット富士宮店 富士宮市矢立町927 原　拓実 犬 9 令和3年3月24日 225820038 富士宮市矢立町927 販売

猫 10

ハムスター 50

ウサギ 10

モモンガ 10
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

モルモット 3

ハリネズミ 3

インコ 20

十姉妹 20

文鳥 20

リクガメ 3

トカゲ 3

264 株式会社　チロル 代表取締役社長　牧田洋史 ペットショップチロル　エスポット富士宮店 富士宮市矢立町927 原　拓実 犬 6 令和3年3月24日 225820039 富士宮市矢立町927 保管

猫 4

265 特定非営利活動法人EPO 理事長　髙橋　智 特定非営利活動法人EPO 富士宮市粟倉2736-3 渡邉ののみ 馬 11 令和3年4月5日 225821001 富士宮市粟倉2736-3 展示

266 小池　緑 Pet　Salon popo 富士宮市穂波町１５－３ 小池　緑 犬 3 令和3年5月21日 225821005 富士宮市穂波町１５－３ 保管

猫 3

うさぎ 3

267 清　恵 ドッグショップＣＯＣＯ 富士宮市淀師532 清　恵 犬 20 令和3年5月31日 225821004 富士宮市淀師532 販売

268 鈴木　英江 FF　Dog　Connect 富士市宮島199-5 鈴木　英江 犬 2 令和3年7月27日 225821006 富士市宮島199-5 保管

269 小糸　直子 南富士ひよこ組 富士市大淵4000-8 小糸　直子 犬 15 令和3年8月5日 225821007 富士市大淵4000-8 販売

猫 5

270 小糸　直子 南富士ひよこ組 富士市大淵4000-8 小糸　直子 犬 3 令和3年8月5日 225821008 富士市大淵4000-8 保管

猫 3

271 伊東　千尋 BLUE-EYE 富士宮市村山1249-13 伊東　千尋 犬 5 令和3年10月6日 225821010 富士宮市村山1249-13 販売

272 株式会社中里ミル動物病院 代表取締役　渡邉　洋輔 中里ミル動物病院 富士市中里７４－４ 渡邉　洋輔 犬 8 令和3年10月29日 225821012 富士市中里７４－４ 保管

猫 6

273 赤澤　加津代 Jewel grain 富士市国久保2-12-18 赤澤　加津代 猫 5 令和3年11月1日 225821011 富士市国久保2-12-18 販売

274 平川　洋子 インスピレーションプードル 富士宮市猪之頭2244-3 平川洋子 犬 3 令和3年11月4日 225821013 富士宮市猪之頭2244-3 販売

275 平川　洋子 インスピレーションプードル 富士宮市猪之頭2244-3 平川洋子 犬 3 令和3年11月4日 225821014 富士宮市猪之頭2244-3 訓練

276 荒木　理恵 アニマルケア　らこし 富士市天間1792-13 荒木　理恵 犬 1 令和3年12月10日 225821016 訓練

277 荒木　理恵 アニマルケア　らこし 富士市天間1792-13 荒木理恵 犬 1 令和3年12月24日 225821017 保管
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【富士保健所】 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） 所　　在　　地 任者の氏名 種　　類 数 飼養施設の所在地 種別 その他

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

猫 1

278 佐野　由里子 ＭＩＭＩ　ＬＡＮＤ 富士宮市大中里1162-17 佐野　由里子 犬 10 令和4年1月5日 225821019 富士宮市大中里1162-17 販売

279 Aplus株式会社 代表取締役　朝田　和徳 わんにゃんカーニバル 富士市柳島189-8　ふじさんめっせ 朝田和徳 犬 120 令和4年1月6日 225821018 富士市柳島189-8　ふじさんめっせ 販売

猫 40

280 岡本　達樹 南富士ケネル 富士市大淵3838－1 菊地　澄江 犬 120 令和4年2月25日 225821020 富士市大淵3838－1 販売

猫 100

281 岡本　達樹 南富士ケネル 富士市大淵3838－1 佐野みはる 犬 20 令和4年2月25日 225821021 富士市大淵3838－1 保管

猫 10

282 岡本　達樹 南富士ケネル 富士市大淵3838－1 岡本　達樹 犬 20 令和4年2月25日 225821022 富士市大淵3838－1 訓練

283 株式会社エムフィール 代表取締役　倉上愛実 ＭＦｅｅｌ 富士市日乃出町94-2　サーパス日乃出町公園707号 倉上　正明 犬 2 令和4年2月28日 225821023 販売

284 秋山　功次 ドッグサロン　コーピー 富士市厚原158-3　富士山ヒルズ101号室 秋山功次 犬 3 令和4年3月11日 225821024 富士市厚原158-3　富士山ヒルズ101号室 保管

285 志村　麻理子 Haru 富士市大渕1063-20 志村麻理子 猫 8 令和4年3月17日 225821025 富士市大渕1063-20 販売

286 株式会社ブロニア 代表取締役　川越　富子 わんにゃんパーク　in　ふじさんめっせ 富士市柳島189-8　ふじさんめっせ大展示場 鈴木　松雄 犬 119 令和4年4月22日 225822001 富士市柳島189-8　ふじさんめっせ大展示場 販売

猫 20

287 服部　真也 ＦＵＫＵＮＡＲＩ 富士市比奈61-7 服部　真也 亀 60 令和4年5月31日 225822002 富士市比奈61-7 販売

288 梶浦　拓 PICASSO 富士市鮫島336-2 梶浦　拓 カメレオン 50 令和4年6月21日 225822003 富士市鮫島336-2 販売

289 朝田　和徳 わんにゃんカーニバル 富士市柳島１８９－８　ふじさんめっせ 小林　詩奈美 犬 100 令和4年6月29日 225822004 富士市柳島１８９－８　ふじさんめっせ 販売

猫 38

290 合同会社HAPPY 代表社員　望月　光太郎 トリミングサロンHAPPY　富士宮源道寺店 富士宮市源道寺町1210-1 濱野　江里 犬 5 令和4年7月6日 225822005 富士宮市源道寺町1210-1 保管
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