
【中部保健所】 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 高橋　真里子 ハッダース　フィールド 榛原郡吉田町住吉４２３８－１ 高橋　真里子 犬 4 平成18年6月27日 227206002 榛原郡吉田町住吉４２３８－１ 保管

2 株式会社ペッツフレンズコーポレーション 代表取締役　服部章平 ペットパーク藤枝水守店 藤枝市水守２丁目４－１ＤＣＭカーマ藤枝水守店内 井田　知里 犬 30 平成18年7月3日 227206005 藤枝市水守２丁目４－１ＤＣＭカーマ藤枝水守店内 販売

猫 5

3 株式会社ペッツフレンズコーポレーション 代表取締役　服部章平 ペットパーク藤枝水守店 藤枝市水守２丁目４－１ＤＣＭカーマ藤枝水守店内 井田　知里 犬 30 平成18年7月3日 227206006 藤枝市水守２丁目４－１ＤＣＭカーマ藤枝水守店内 保管

猫 5

4 大石　雅彦 おおいし動物病院 榛原郡吉田町片岡２２１２－１ 大石　通子 犬 14 平成18年8月14日 227206013 榛原郡吉田町片岡２２１２－１ 保管

猫 8

5 大石　雅彦 おおいし動物病院 榛原郡吉田町片岡２２１２－１ 大石　通子 犬 3 平成18年8月14日 227206014 榛原郡吉田町片岡２２１２－１ 訓練

6 有限会社　ペットワン 代表取締役　木村正彦 ペット　ワン 牧之原市細江１１４８－１ 木村正彦 犬 20 平成18年9月21日 227206026 牧之原市細江１１４８－１ 販売

猫 1

7 有限会社　ペットワン 代表取締役　木村正彦 ペット　ワン 牧之原市細江１１４８－１ 木村正彦 犬 20 平成18年9月21日 227206027 牧之原市細江１１４８－１ 保管

猫 20

8 井出惠子 ペットサロン　オレンジ 榛原郡吉田町住吉４３０４－２ 井出惠子 犬 95 平成18年9月29日 227206028 榛原郡吉田町住吉４３０４－２ 販売

猫 34

9 井出惠子 ペットサロン　オレンジ 榛原郡吉田町住吉４３０４－２ 井出惠子 犬 2 平成18年9月29日 227206029 榛原郡吉田町住吉４３０４－２ 保管

10 松本清子 松本 島田市東町２７０６ 松本清子 犬 2 平成18年10月3日 227206031 島田市東町２７０６ 保管

11 三浦　千波 D.WAVｅ　 島田市大柳南２６３－１ 三浦　千波 犬 2 平成18年10月3日 227206032 島田市大柳南２６３－１ 保管

12 西ヶ谷　里美 ドッグサロン　プーチ 榛原郡吉田町住吉３７１８－５ 西ヶ谷　里美 犬 5 平成18年11月14日 227206038 榛原郡吉田町住吉３７１８－５ 保管

13 有限会社ラブリーホースガーデン 代表取締役　松島 和德 ラブリーホースガーデン 島田市川根町家山１２２９－２ 松島 和徳 馬 12 平成18年11月30日 227206040 島田市川根町家山１２２９－２ 販売

犬 12

14 有限会社ラブリーホースガーデン 代表取締役　松島 和德 ラブリーホースガーデン 島田市川根町家山１２２９－２ 松島 和徳 馬 12 平成18年11月30日 227206041 島田市川根町家山１２２９－２ 保管

15 増井和子 ドッグトレーニング　マスイ 藤枝市兵太夫９７９－１１ 増井和子 犬 5 平成18年11月30日 227206042 藤枝市兵太夫９７９－１１ 訓練

16 向島　信廣 フジエダ　ドックサロン 藤枝市瀬古３丁目２３－１５ 向島　信廣 犬 7 平成18年12月1日 227206046 藤枝市瀬古３丁目２３－１５ 保管

17 鈴木　美保 犬の美容室　ＤＯＧ　ＭＡＭＡ 藤枝市時ケ谷５７１－２８ 鈴木美保 犬 10 平成18年12月1日 227206047 藤枝市時ケ谷５７１－２８ 販売

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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18 鈴木　美保 犬の美容室　ＤＯＧ　ＭＡＭＡ 藤枝市時ケ谷５７１－２８ 鈴木美保 犬 5 平成18年12月1日 227206048 藤枝市時ケ谷５７１－２８ 保管

19 三浦　正枝 愛犬美容サロン　わん 藤枝市藤枝１－３－２ 三浦　正枝 犬 10 平成18年12月1日 227206050 藤枝市藤枝１－３－２ 保管

20 池谷　里美 ドックサロン　ましゅまろ 藤枝市本町４丁目４－１ 池谷　里美 犬 8 平成18年12月1日 227206056 藤枝市本町４丁目４－１ 保管

21 平島　孝記 ドッグスクール　ひらき 藤枝市善左衛門１６４５－２ 平島　早苗 犬 35 平成18年12月1日 227206060 藤枝市善左衛門１６４５－２ 保管

22 平島　孝記 ドッグスクール　ひらき 藤枝市善左衛門１６４５－２ 平島　早苗 犬 5 平成18年12月1日 227206061 藤枝市善左衛門１６４５－２ 訓練

23 光安　剛浩 イマジネイション　藤枝 藤枝市高田７５９－１ 光安剛浩 ハリスホーク 30 平成18年12月1日 227206062 藤枝市高田７５９－１ 販売

フクロウ 10

ハヤブサ 10

ボールパイソン 20

24 杉本　靖子 大学ペット 藤枝市田沼５丁目１４－２０ 杉本　靖子 犬 8 平成18年12月1日 227206065 藤枝市田沼５丁目１４－２０ 販売

25 杉本　靖子 大学ペット 藤枝市田沼５丁目１４－２０ 杉本　靖子 犬 8 平成18年12月1日 227206066 藤枝市田沼５丁目１４－２０ 保管

26 株式会社ペッツフレンズコーポレーション 代表取締役　服部 章平 ペットランド　焼津店 焼津市祢宜島１４１－１　DCＭカーマ焼津店内 大石　愛 ハムスター 50 平成18年12月26日 227206067 焼津市祢宜島１４１－１　DCＭカーマ焼津店内 販売

ウサギ 10

フェレット 5

齧歯類 20

有袋類 5

ハリネズミ科 5

インコ 50

フィンチ 30

家禽類 10

カメ 50

トカゲ 20

ヘビ 10

27 有限会社エル・ドリーム 代表取締役　北堀朝治 有限会社　エル・ドリーム 島田市御仮屋町８８０４－４ 白幡　凜花 犬 100 平成18年12月26日 227206075 島田市御仮屋町８８０４－４ 販売2
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28 有限会社　エル・ドリーム 代表取締役　北堀朝治 有限会社　エル・ドリーム 島田市御仮屋町８８０４－４ 白幡　凜花 犬 10 平成18年12月26日 227206076 島田市御仮屋町８８０４－４ 保管

猫 2

29 榛村 進 島田ペット 島田市向島町２９３０－１ 榛村 栄幸 犬 20 平成18年12月26日 227206078 島田市向島町２９３０－１ 販売

猫 4

30 榛村 進 島田ペット 島田市向島町２９３０－１ 榛村 栄幸 犬 12 平成18年12月26日 227206079 島田市向島町２９３０－１ 保管

猫 4

31 土谷　昌子 みなみ 島田市伊太２３１３－２０ 土谷　昌子 犬 25 平成18年12月26日 227206080 島田市伊太２３１３－２０ 販売

32 茂川　恭一郎 茂川犬舎 島田市大代２７７７ 茂川　隆弘 犬 75 平成18年12月26日 227206082 島田市大代２７７７ 販売

33 勝野　克已 ペットサロン　ビクトリー 島田市松葉町９６１１－３ 勝野　克已 犬 10 平成18年12月26日 227206083 島田市松葉町９６１１－３ 販売

34 勝野　克已 ペットサロン　ビクトリー 島田市松葉町９６１１－３ 勝野　克已 犬 5 平成18年12月26日 227206084 島田市松葉町９６１１－３ 保管

35 有限会社　ワンサロン　ミーナ 取締役　法月　一敏 有限会社　ワンサロン　ミーナ 焼津市田尻1716番地の１ 法月 美奈 犬 3 平成18年12月26日 227206086 焼津市田尻1716番地の１ 保管

猫 3

36 玉井　照夫 ペットショップ　ロンド 静岡県焼津市本町５－１２－１ 玉井 照夫 犬 2 平成18年12月26日 227206090 静岡県焼津市本町５－１２－１ 販売

猫 6

セキセイインコ 15

十姉妹 8

文鳥 4

37 玉井　照夫 ペットショップ　ロンド 静岡県焼津市本町５－１２－１ 玉井 照夫 犬 6 平成18年12月26日 227206091 静岡県焼津市本町５－１２－１ 保管

猫 2

九官鳥 1

38 五條　八重子 わんわんハウス散歩道 焼津市方ノ上324-4 五條　八重子 犬 23 平成18年12月26日 227206092 焼津市方ノ上324-4 販売

39 有限会社　ズーメッドジャパン 代表取締役　横山　利雄 ㈲ズーメッドジャパン 焼津市栄町６丁目１４－３ 横山 暢彦 カメ 50 平成18年12月26日 227206097 焼津市栄町６丁目１４－３ 販売

40 田中 理恵子 ふぁみ～ゆ 焼津市中港３丁目８-１０ 田中 理恵子 犬 6 平成18年12月26日 227206098 焼津市中港３丁目８-１０ 保管

41 小林　国広 ブリーディングハウス　タルタルーガ 焼津市石津１８－２ 小林　国広 オカメインコ 5 平成18年12月26日 227206102 焼津市石津１８－２ 販売3
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カメ 50

42 大城 正彦 ペットサロン　ナナ 静岡県島田市落合１０－３ 杉田 久美子 犬 5 平成18年12月26日 227206103 静岡県島田市落合１０－３ 保管

43 鈴木 昭治 鈴木金魚店 島田市横井４－１－１８ 鈴木 玲子 カメ 20 平成18年12月28日 227206113 島田市横井４－１－１８ 販売

トカゲ 2

44 戸塚文規 ワールドチャレンジャー 静岡県榛原郡吉田町片岡３０６６－８ 戸塚　文規 ハムスター 5 平成19年1月10日 227206114 静岡県榛原郡吉田町片岡３０６６－８ 販売

インコ 5

カメ 5

ヘビ 5

45 平井 弘美 Ｈａｐｐｙ　Ｓｍｉｌｅｓ　ハッピースマイルズ 榛原郡吉田町住吉１９７８－３ 平井 弘美 犬 15 平成19年1月10日 227206115 榛原郡吉田町住吉１９７８－３ 販売

46 水野 純子 シーサイド　サヤカ 静岡県牧之原市波津２－８９－５ 水野　美希 犬 45 平成19年1月18日 227206119 静岡県牧之原市波津２－８９－５ 販売

47 松浦 朱美 Bean's  Dog  Studio 静岡県榛原郡吉田町住吉５４３１－４４ 松浦 朱美 犬 5 平成19年1月25日 227206121 静岡県榛原郡吉田町住吉５４３１－４４ 保管

48 有限会社　渡辺動物病院 代表取締役　渡邊直之 渡辺動物病院　ウェルネスセンター 静岡県島田市大柳７８２－３ 池谷　美香 犬 10 平成19年1月31日 227206130 静岡県島田市大柳７８２－３ 保管

猫 10

49 阿部 直美 ペットサロン　ＣＡＮ 静岡県藤枝市瀬古１丁目２－３４－５ 阿部 直美 犬 2 平成19年1月31日 227206133 静岡県藤枝市瀬古１丁目２－３４－５ 保管

50 瀨戸　宏子 ラブリー　フラワー　（ＬＯＶＥＬＹ　ＦＬＯＷＥＲ） 静岡県藤枝市下青島３７－９６ 瀨戸　宏子 犬 20 平成19年1月31日 227206136 静岡県藤枝市下青島３７－９６ 販売

51 瀨戸　宏子 ラブリー　フラワー　（ＬＯＶＥＬＹ　ＦＬＯＷＥＲ） 静岡県藤枝市下青島３７－９６ 瀨戸　宏子 犬 2 平成19年1月31日 227206137 静岡県藤枝市下青島３７－９６ 訓練

52 飯島 弘美 わんにゃんサロン　Ｕｒａｒａ 静岡県藤枝市水守１丁目１４－４ 飯島 弘美 犬 5 平成19年1月31日 227206139 静岡県藤枝市水守１丁目１４－４ 保管

猫 1

53 西村 典子 ＧＯ　ＷＥＳＴ　ＪＰ 静岡県藤枝市瀬古３丁目１２番１７号 西村 典子 犬 17 平成19年1月31日 227206142 静岡県藤枝市瀬古３丁目１２番１７号 販売

54 澤口 茂 澤口バード 静岡県藤枝市滝沢３４０５ 澤口 茂 インコ 200 平成19年1月31日 227206143 静岡県藤枝市滝沢３４０５ 販売

55 吉岡 浩子 吉岡 浩子 静岡県藤枝市田中３－８－１４ 吉岡 浩子 犬 12 平成19年1月31日 227206145 静岡県藤枝市田中３－８－１４ 販売

56 粟野 誠之 鷹屋敷 静岡県藤枝市中薮田８７５ 粟野 誠之 猛禽類 7 平成19年1月31日 227206146 静岡県藤枝市中薮田８７５ 販売

57 大石 房代 ペットサロン　アンジュ 焼津市治長請所１３６ 大石 房代 犬 4 平成19年1月31日 227206155 焼津市治長請所１３６ 保管

58 寺沢 香 犬の美容室　Ｂｏｏ　Ｂｏｏ 静岡県焼津市小柳津３８５－７ 寺沢 香 犬 5 平成19年1月31日 227206156 静岡県焼津市小柳津３８５－７ 保管4
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59 田崎 大八郎 パロ・パロット崎田 静岡県焼津市大島１０７８ 田崎 大八郎 インコ 10 平成19年1月31日 227206163 静岡県焼津市大島１０７８ 販売

フィンチ 40

60 近藤 正明 ペットサロン　ホットドッグ 焼津市小川新町１丁目２－１７ 近藤 正明 犬 3 平成19年1月31日 227206164 焼津市小川新町１丁目２－１７ 保管

61 曽根 紀子 ペットブティック　アリス 静岡県島田市本通７丁目７７４８－２ 曽根 紀子 犬 1 平成19年1月31日 227206165 静岡県島田市本通７丁目７７４８－２ 保管

62 山下 夏美 トリミングハウス　かれん 静岡県島田市金谷根岸町１８２－１８ 山下 夏美 犬 3 平成19年1月31日 227206168 静岡県島田市金谷根岸町１８２－１８ 保管

63 中島 まい子 ＤＯＧサロン　ＲＵＩ 静岡県島田市東町２４０－１ 中島 まい子 犬 3 平成19年1月31日 227206170 静岡県島田市東町２４０－１ 保管

猫 3

64 河井 里美 ショコラ 静岡県島田市岸町２１０－２ 河井 里美 犬 5 平成19年1月31日 227206177 静岡県島田市岸町２１０－２ 保管

猫

65 國吉 實 ペットショップ　ドリーム 静岡県藤枝市青木１丁目17-18 青木　法子 犬 30 平成19年3月20日 227206180 静岡県藤枝市青木１丁目17-18 販売

66 國吉 實 ペットショップ　ドリーム 静岡県藤枝市青木１丁目17-18 青木　法子 犬 10 平成19年3月20日 227206181 静岡県藤枝市青木１丁目17-18 保管

猫 2

67 増田　卓彌 ＴＭ増田 藤枝市高柳２１１４－９ 増田　卓彌 犬 15 平成19年4月23日 227207002 藤枝市高柳２１１４－９ 販売

68 竹下 由美 ペットシッター　マグ 藤枝市岡部町岡部８６８－１５ 竹下 由美 犬 5 平成19年5月21日 227207008 保管

猫 2

69 鈴木康弘 木枯荘 静岡県焼津市西小川3丁目１９－３２ 鈴木康弘 犬 6 平成19年5月30日 227207010 焼津市西小川3丁目１９－３２ 販売

70 荻原　早弥子 ＳＯ　ＦＲＩＥＮＤＳ 静岡県藤枝市大西町２丁目１１番地の５号 荻原　早弥子 犬 3 平成19年5月31日 227207013 静岡県藤枝市大西町２丁目１１番地の５号 保管

猫 2

71 平井　弘美 Happy Smiles ハッピースマイルズ 榛原郡吉田町住吉１９７８－３ 平井　弘美 犬 3 平成20年1月31日 227207021 榛原郡吉田町住吉１９７８－３ 保管

72 平井　弘美 Happy Smiles ハッピースマイルズ 榛原郡吉田町住吉１９７８－３ 平井　弘美 犬 3 平成20年1月31日 227207022 榛原郡吉田町住吉１９７８－３ 訓練

73 磯部　弘美 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＣｈａＣｈａ 藤枝市高洲２９－１６ 磯部　弘美 犬 7 平成20年3月24日 227207032 藤枝市高洲２９－１６ 保管

74 Mayウェルネスサポート株式会社 代表取締役　粂野　吉彦 くめの動物病院 藤枝市岡出山３丁目６－２２ 粂野　典子 犬 3 平成20年5月30日 227208003 藤枝市岡出山３丁目６－２２ 保管

猫 3

ウサギ 1 5



【中部保健所】 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

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

フェレット 1

ハムスター 1

リス 1

インコ 1

オーム 1

75 米村　敏明 米村ドッグスクール 榛原郡吉田町住吉５４３６－２０５ 米村　敏明 犬 10 平成20年6月19日 227208005 榛原郡吉田町住吉５４３６－２０５ 販売

76 中島 京 なかじま動物病院 牧之原市菅ヶ谷１７５－４ 中島 京 犬 10 平成21年2月5日 227208015 牧之原市菅ヶ谷１７５－４ 保管

猫 10

77 山本 法子 アニマルパートナーズクラブ 藤枝市駅前２－７－２４寿ビル２Ｆ　Ｃ 山本 法子 犬 10 平成21年3月9日 227208016 藤枝市駅前２－７－２４寿ビル２Ｆ　Ｃ 保管

猫 5

78 山本 法子 アニマルパートナーズクラブ 藤枝市駅前２－７－２４寿ビル２Ｆ　Ｃ 山本 法子 犬 10 平成21年3月10日 227208017 藤枝市駅前２－７－２４寿ビル２Ｆ　Ｃ 訓練

猫 5

79 星野 匡伸 星の動物クリニック 島田市野田１００ 星野 匡伸 犬 8 平成21年3月24日 227208018 島田市野田１００ 保管

猫 2

80 大畑 仁志 テス and クッキー 焼津市坂本９８４－１ 大畑 仁志 犬 2 平成21年3月26日 227208019 焼津市坂本９８４－１ 販売

81 横山 慶子 ドッグトリミング　アンバー 焼津市藤守６１７－３ 横山 慶子 犬 1 平成21年6月10日 227209008 焼津市藤守６１７－３ 保管

82 塚本 直子 Dear Dog 藤枝市高柳３－３－１ 塚本 直子 犬 3 平成21年7月10日 227209011 訓練

83 有限会社 ダクタリ動物病院 代表取締役　山崎 智輝 静岡焼津動物医療センター 焼津市八楠４－１５－２１ 押久保　秋太郎 犬 9 平成21年8月24日 227209013 焼津市八楠４－１５－２１ 保管

猫 9

ウサギ 5

げっ歯類 3

フェレット 3

インコ・オウム 5

フィンチ・カナリア 5 6



【中部保健所】 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

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

ハト 3

カメ 1

84 佐藤 和子 ドッグサロン　シュガーＫ 藤枝市駅前２丁目１０－１５ 佐藤 和子 犬 2 平成21年9月28日 227209015 藤枝市駅前２丁目１０－１５ 保管

85 岡野 香 Dog salon Lum' 焼津市相川２０８－１ 岡野 香 犬 3 平成21年10月7日 227209017 焼津市相川２０８－１ 保管

86 岡村 臣二 ペットサロン　床屋のプ～さん 焼津市小柳津４３４－１ 岡村 臣二 犬 10 平成21年12月7日 227209020 焼津市小柳津４３４－１ 保管

87 良知　美里 ＰＥＴ　ＨＯＵＳＥ　Ｓｍｉｌｅ 榛原郡吉田町神戸２３２２－２ 良知　美里 犬 9 平成21年12月28日 227209021 榛原郡吉田町神戸２３２２－２ 販売

猫 2

88 良知　美里 ＰＥＴ　ＨＯＵＳＥ　Ｓｍｉｌｅ 榛原郡吉田町神戸２３２２－２ 良知　美里 犬 9 平成21年12月28日 227209022 榛原郡吉田町神戸２３２２－２ 保管

猫 2

89 辻本　良実 ペットサロン　WAN PEACE（ワンピース） 藤枝市高柳1392-3 辻本　良実 犬 8 平成22年1月15日 227209023 藤枝市高柳1392-3 保管

猫 2

90 西澤　洋子 ワンコの散歩道 焼津市田尻１０４－５ 西澤　洋子 犬 3 平成22年2月16日 227209024 焼津市田尻１０４－５ 保管

91 滝浪 勝史 ＴＡＣＫＹ　ＳＴＹＬＥ 焼津市三右衛門新田497-8 滝浪 勝史 犬 3 平成22年8月23日 227210006 焼津市三右衛門新田497-8 販売

92 増田 国充 ますだ動物クリニック 島田市向谷3-918-9 小田　由香 犬 5 平成22年9月27日 227210014 島田市向谷3-918-9 保管

猫 3

93 土井 公明 どいペットクリニック 藤枝市青葉町１－４－２３ 土井 めぐみ 犬 10 平成22年12月10日 227210015 藤枝市青葉町１－４－２３ 保管

94 松島　孝一 Fiver　Matsushima　JP 島田市川根町家山37の1 松島　孝一 犬 5 平成22年12月27日 227210016 島田市川根町家山37の1 販売

95 松本　鈴子 ビフロスト　犬舎 焼津市中根新田１０４３－２ 松本　鈴子 犬 3 平成23年2月15日 227210021 焼津市中根新田１０４３－２ 保管

96 松本　鈴子 ビフロスト　犬舎 焼津市中根新田１０４３－２ 松本　鈴子 犬 5 平成23年2月15日 227210022 焼津市中根新田１０４３－２ 販売

97 石田　和子 愛犬美容室シャロン 焼津市西小川２丁目１０－２０ 石田　和子 犬 5 平成23年2月16日 227210020 焼津市西小川２丁目１０－２０ 保管

98 小松　優子 ぺっとさろん　eco　（エコ） 藤枝市大東町４６５－２ 小松　優子 犬 4 平成23年2月17日 227210023 藤枝市大東町４６５－２ 保管

99 萩原　未央 Ｗｉｓｈ　Ｂｏｒｎ 焼津市西焼津１０－５ 萩原　未央 犬 2 平成23年7月21日 227211004 焼津市西焼津１０－５ 保管

100 加藤　陽子 ＤＯＧ　ＳＴＡＲ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ　ＳＣＨＯＯＬ 牧之原市勝俣字沢ヶ谷３８－１ 加藤　陽子 犬 30 平成23年9月16日 227211006 訓練

101 糸井 一義 イトイバードファーム 静岡県榛原郡吉田町住吉4532-8 糸井 一義 カメ 53 平成24年2月3日 227211012 静岡県榛原郡吉田町住吉4532-8 販売7



【中部保健所】 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

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

102 新村　昌子 うさぎ専門店　ちゅらうさぎ 静岡県焼津市三ケ名255-1　平尾ビルＡ 新村　昌子 ウサギ 150 平成24年6月6日 227212004 静岡県焼津市三ケ名255-1　平尾ビルＡ 販売

103 新村　昌子 うさぎ専門店　ちゅらうさぎ 静岡県焼津市三ケ名255-1　平尾ビルＡ 新村　昌子 ウサギ 20 平成24年6月6日 227212005 静岡県焼津市三ケ名255-1　平尾ビルＡ 保管

104 栗田　加菜子 ドックサロン　パピーラブ 静岡県島田市向島町3010-7 栗田　加菜子 犬 3 平成24年6月21日 227212006 島田市向島町3010-7 保管

105 中嶋　敏昭 アニマルランド　リオ 焼津市三ヶ名1512-1 中嶋　敏昭 犬 25 平成24年8月27日 227212007 焼津市三ヶ名1512-1 販売

106 中嶋　敏昭 アニマルランド　リオ 焼津市三ヶ名1512-1 中嶋　敏昭 犬 20 平成24年8月27日 227212008 焼津市三ヶ名1512-1 保管

107 中嶋　敏昭 アニマルランド　リオ 焼津市三ヶ名1512-1 中嶋　敏昭 犬 30 平成24年8月27日 227212010 焼津市三ヶ名1512-1 展示

108 高橋　克典 ＢＬＵＥ－ＳＫＹ 藤枝市水守２丁目７－６ 高橋　克典 犬 5 平成24年9月3日 227212011 藤枝市水守２丁目７－６ 販売

109 高橋　克典 ＢＬＵＥ－ＳＫＹ 静岡県藤枝市水守２丁目７－６ 高橋　克典 犬 2 平成24年9月3日 227212012 静岡県藤枝市水守２丁目７－６ 保管

110 光安　剛浩 イマジネイション　藤枝 藤枝市高田759-1 光安　剛浩 ハリスホーク 3 平成24年9月24日 227212015 藤枝市高田759-1 訓練

111 株式会社ひこの動物病院 彦野　雅人 ひこの動物病院 焼津市西小川3-19-35 彦野　千明 犬 3 平成24年10月5日 227212021 焼津市西小川3-19-35 保管

猫 1

112 山崎　有紀 Dog Salon CoCo 島田市大柳１９０－１ 山崎　有紀 犬 2 平成25年1月11日 227212023 島田市大柳１９０－１ 保管

113 清水　修 キャッテリーナ　カネセイ 焼津市駅北3丁目22－9 小泉　悦子 猫 35 平成25年2月4日 227212027 焼津市駅北3丁目22－9 販売

114 長嶋　真義 ナガシマペット 榛原郡川根本町犬間165－6 長嶋　真義 犬 2 平成25年2月6日 227212028 榛原郡川根本町犬間165－6 貸出し

115 長嶋　真義 ナガシマペット 榛原郡川根本町犬間165－6 長嶋　真義 犬 10 平成25年2月6日 227212029 榛原郡川根本町犬間165－6 販売

マムシ 3

116 長嶋　真義 ナガシマペット 榛原郡川根本町犬間165－6 長嶋　真義 犬 5 平成25年2月6日 227212030 榛原郡川根本町犬間165－6 保管

117 池田　直哉 ペットサロン　タイニー･ジュエル 島田市伊太835－6 池田　直哉 犬 2 平成25年2月7日 227212031 島田市伊太835－6 保管

ねこ 1

118 小澤　千津子 ペットシッターぷち 焼津市上泉1425 小澤　千津子 犬 10 平成25年2月27日 227212033 保管

ねこ 20

うさぎ 10

モルモット 10

フェレット 10 8



【中部保健所】 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

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

インコ 20

ブンチョウ 20

オウム 10

カメ 10

トカゲ 10

119 大場　亜貴子 犬の床屋さん　POPINJAY 焼津市上小杉887-110 大場　亜貴子 犬 6 平成25年3月21日 227212036 焼津市上小杉887-110 保管

120 大石　勝 ジャンボエンチョー島田店ペットショップ　ペッツゴー 島田市宝来町8-8 大石　勝 犬 20 平成25年4月5日 227213002 島田市宝来町8-8 販売

ねこ 5

121 大石　勝 ジャンボエンチョー島田店ペットショップ　ペッツゴー 島田市宝来町8-8 大石　勝 犬 5 平成25年4月5日 227213003 島田市宝来町8-8 保管

ねこ 1

122 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島田店 島田市宝来町８ー８ 北川　香 ハムスター 50 平成25年4月9日 227213004 島田市宝来町８ー８ 販売

モルモット 10

ウサギ 40

シマリス 4

セキセイインコ 20

文鳥 10

ウズラ 10

オウム類 3

ひよこ 10

陸ガメ 20

トカゲ類 20

ヤモリ類 20

ヘビ類 20

水棲ガメ 30 9



【中部保健所】 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

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

123 田山　利予 Trimmingroom dog egg 藤枝市稲川１丁目８－６ 田山　利予 犬 3 平成25年4月10日 227213005 藤枝市稲川１丁目８－６ 保管

124 安藤　鈴代 WHITE BELL 藤枝市音羽町４丁目１６－３ 安藤　鈴代 猫 10 平成25年5月7日 227213006 藤枝市音羽町４丁目１６－３ 販売

125 成迫　美春 BITTER　AND SWEET KENNEL 焼津市大村３丁目２１－２９ 成迫　弘 犬 5～6 平成25年5月16日 227213007 焼津市大村３丁目２１－２９ 販売

126 小林　真弓 わんこのお店　ちゃこ 藤枝市岡部町岡部１５７０－４９ 小林　真弓 犬 1 平成25年5月16日 227213008 藤枝市岡部町岡部１５７０－４９ 保管

127 谷脇　勇太 ネイチャーレプタイルズ 焼津市田尻北480-5 谷脇　勇太 フクロウ 2 平成25年6月24日 227213009 焼津市田尻北480-5 販売

ヘビ 5

トカゲ 5

128 寺澤　朋子 ドックトレーナー　TOMOKO 島田市金谷東１丁目６４３番地の１１０ 寺澤　朋子 犬 1 平成25年6月27日 227213010 保管

129 寺澤　朋子 ドックトレーナー　TOMOKO 島田市金谷東１丁目６４３番地の１１０ 寺澤　朋子 犬 1 平成25年6月27日 227213011 訓練

130 山口　好春 LOFT(ロフト) 焼津市保福島５９３ 山口　好春 鳩 50 平成25年7月5日 227213013 焼津市保福島５９３ 販売

131 株式会社犬の家 代表取締役　福手　由美 ペットショップ犬の家＆猫の里　藤枝店 静岡県藤枝市高洲２９－１ 笹野　早紀 犬 6 平成25年9月10日 227213014 静岡県藤枝市高洲２９－１ 保管

132 株式会社犬の家 代表取締役　福手　由美 ペットショップ犬の家＆猫の里　藤枝店 静岡県藤枝市高洲２９－１ 笹野　早紀 犬 30 平成25年9月10日 227213015 静岡県藤枝市高洲２９－１ 販売

猫 6

133 髙岸　計伊子 ドッググルーミング　ラバラバ 島田市本通４丁目６－１ 髙岸　計伊子 犬 2 平成25年11月25日 227213017 島田市本通４丁目６－１ 保管

134 山梨　由起子 犬の床屋さん　ポチの家 焼津市五ヶ堀之内494-2 山梨　由起子 犬 3 平成26年1月23日 227213018 焼津市五ヶ堀之内494-2 保管

135 長田　里加子 犬の美容室perro 牧之原市布引原902-1 長田　里加子 犬 5 平成26年1月24日 227213019 牧之原市布引原902-1 保管

136 児島　良祐 Pet Salon ALPH 藤枝市高柳4丁目10-57 児島　良祐 犬 8 平成26年4月21日 227214001 藤枝市高柳4丁目10-57 保管

137 鈴木　由佳 CHERRY BLOSSOM RABBITRY 榛原郡川根本町下泉１２７ 鈴木　由佳 うさぎ 50 平成26年4月28日 227214003 榛原郡川根本町下泉１２７ 販売

138 水野　恵子 ワンちゃんの美容室　せれな 藤枝市田沼３丁目１５－１８ 水野　恵子 犬 3 平成26年5月14日 227214005 藤枝市田沼３丁目１５－１８ 保管

139 本間　志津恵 小さなわんこの美容室 CHEKA 島田市金谷泉町３０６２ 本間　志津恵 犬 4 平成26年7月11日 227214007 島田市金谷泉町３０６２ 保管

140 木川　藤代 抱っこ広場 榛原郡川根本町東藤川８９２ 木川　藤代 犬 7 平成26年11月6日 227214008 榛原郡川根本町東藤川４０７４－１ 販売

141 水井　麻里子 犬の美容室　きらら 牧之原市片浜3381-10 水井　麻里子 犬 4 平成26年11月11日 227214009 静岡県一円 保管

142 加藤　亜紗子 いぬの家　カルム 島田市大草９０１－１ 加藤　亜紗子 犬 10 平成26年12月18日 227214011 島田市大草９０１－１ 訓練

143 加藤　亜紗子 いぬの家　カルム 島田市大草９０１－１ 加藤　亜紗子 犬 10 平成26年12月18日 227214012 島田市大草９０１－１ 保管10



【中部保健所】 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

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

144 株式会社エス・ティ・シー　 代表取締役　大庭　將宏 株式会社エス・ティ・シー 焼津市大栄町２丁目２－７ 大庭　圭壹 犬 2 平成26年12月24日 227214013 焼津市大栄町２丁目２－７ 販売

猫 2

145 株式会社エス・ティ・シー 代表取締役　大庭　將宏 株式会社エス・ティ・シー 焼津市大栄町２丁目２－７ 大庭　圭壹 犬 12 平成26年12月24日 227214014 焼津市大栄町２丁目２－７ 保管

猫 12

146 亀澤　龍一 産土犬舎 牧之原市坂部２２８６ 亀澤　龍一 犬 10 平成27年2月17日 227214015 牧之原市坂部２２８６ 販売

147 大杉　恵理 ドッグライザ　エリー 藤枝市平島1770 大杉　恵理 犬 4 平成27年4月9日 227215001 藤枝市平島1770 保管

148 太田　利治 ミステリー　バード　ハウス 島田市阪本1329-26 太田　利治 十姉妹 80 平成27年4月16日 227215003 島田市阪本1329-26 販売

キンカ鳥 120

149 倉光　優季 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　FURAN 島田市東町2018-8 倉光　優季 犬 3 平成27年5月15日 227215006 島田市東町2018-8 保管

150 吉田　絵実 Work　Of　ART 藤枝市高洲45-5 吉田　絵実 犬 3 平成27年6月24日 227215007 藤枝市高洲45-5 保管

151 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　藤枝店 静岡県藤枝市築地1－16－1 八木　崇頼 犬 40 平成27年6月24日 227215008 藤枝市築地１－16－１ 販売

猫 15

152 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　藤枝店 静岡県藤枝市築地1-16-1 八木　崇頼 犬 8 平成27年6月24日 227215009 藤枝市築地１－16ー１ 保管

猫 4

153 鈴木　信子 わん 藤枝市高柳４－８－５　イーストパレス高柳A２０２ 鈴木　信子 犬 3 平成27年7月30日 227215010 保管

猫 3

154 鈴木　信子 わん 藤枝市高柳４－８－５　イーストパレス高柳A２０２ 鈴木　信子 犬 3 平成27年7月30日 227215011 訓練

猫 3

155 藤本　千恵 もりの動物病院 藤枝市田沼１-19-１ 藤本　千恵 小型げっ歯類 4 平成27年7月31日 227215012 藤枝市田沼１-19-１ 保管

大型げっ歯類 3

犬 2

猫 2

文鳥 5

セキセイインコ 5 11



【中部保健所】 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

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

オウム類 5

トカゲ 2

カメ 2

156 スリーゼロ株式会社 代表取締役　大嶋　博 ペットショップ　プチマリア　ペッツゴー藤枝店 藤枝市築地1-7-30 ジャンボエンチョー藤枝店内 宮城嶋　知恵 犬 10 平成27年9月3日 227215013 藤枝市築地1-7-30 ジャンボエンチョー藤枝店内 販売

猫 2

157 スリーゼロ株式会社 代表取締役　大嶋　博 ペットショップ　プチマリア　ペッツゴー藤枝店 藤枝市築地1-7-30　ジャンボエンチョー藤枝店内 宮城嶋　知恵 犬 2 平成27年9月3日 227215014 藤枝市築地1-7-30　ジャンボエンチョー藤枝店内 保管

猫 2

158 伊藤　美和 Ｂ☆ＪＡＣＫ 藤枝市清里2-24-12 伊藤美和 犬 15 平成27年9月17日 227215015 藤枝市清里2-24-12 販売

159 松本　朱美 トリミング・サロン　め～ぷる 藤枝市仮宿1479-6 松本　朱美 犬 2 平成28年1月28日 227215017 藤枝市仮宿1479-6 保管

160 齋藤　康貴 さいとう動物病院 藤枝市上藪田76-9 齋藤　康貴 犬 6 平成28年1月28日 227215018 藤枝市上藪田76-9 保管

猫 4

ハムスター 1

161 河森　栄巳 Manajamba 藤枝市前島３丁目14-24 河森　栄巳 フクロウ 1 平成28年2月23日 227215019 藤枝市前島３丁目14-24 販売

インコ 1

オウム 1

カメ 10

ヘビ 10

トカゲ 10

ヤモリ 10

162 永田　大成 ペットハウス　ルーチェ 藤枝市岡部町村良３４１ 永田　大成 犬 30 平成28年4月6日 227216001 藤枝市岡部町村良３４１ 販売

猫 10

163 永田　大成 ペットハウス　ルーチェ 藤枝市岡部町村良３４１ 永田　大成 犬 1 平成28年4月6日 227216002 藤枝市岡部町村良３４１ 保管

猫 1

164 福世　由美 ＤＯＬＬＹ　ＤＯＬＬ 榛原郡吉田町住吉3446－１ 福世　由美 猫 17 平成28年4月21日 227216003 榛原郡吉田町住吉3446－１ 販売12



【中部保健所】 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

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

　

165 大内　裕子 ｍａｄａｍ・Ｈ・ｃａｔ 焼津市小土２１４－４ 大内　裕子 猫 10 平成28年6月9日 227216005 焼津市小土２１４－４ 販売

166 仁田　敬子 Dｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｕｎａ 島田市金谷代官町３２９１－３　１Ｆ　南 仁田　敬子 犬 4 平成28年6月17日 227216007 島田市金谷代官町３２９１－３　１Ｆ　南 保管

167 南条　悠樹 オリジナル　ワン 牧之原市布引原９０３－１ 南条　悠樹 犬 2 平成28年7月8日 227216008 牧之原市布引原９０３－１ 販売

168 桜井　和弘 Cherry Blossoms 牧之原市細江２６５３ 桜井　和弘 犬 4 平成28年8月8日 227216009 牧之原市細江２６５３ 販売

169 新名　俊幸 キャッテリー　ニナマール 焼津市高新田１９１１－９ 新名　俊幸 猫 10 平成28年8月8日 227216010 焼津市高新田１９１１－９ 販売

170 天野　寿則 駿府天海荘 島田市相賀２５１４－１ 天野　寿則 犬 10 平成28年9月2日 227216011 島田市相賀２５１４－１ 販売

コキン鳥 120

十姉妹 60

キンカ鳥 20

カナリヤ 10

インコ類 10

171 荒浪　弘 犬の守 島田市竹下２０９－１０ 荒浪　弘 犬 6 平成28年9月9日 227216013 島田市竹下２０９－１０　 訓練

172 荒浪　弘 犬の守 島田市竹下２０９－１０ 荒浪　弘 犬 4 平成28年9月9日 227216014 島田市竹下２０９－１０　 保管

173 沼野　弥生 ペットハウスGREEN 牧之原市勝俣1019-1 沼野　弥生 犬 10 平成28年11月9日 227216015 牧之原市勝俣1019-1 販売

174 國吉　實 ドッグフォレスト　イン島田 島田市本通１丁目８－４ 高橋　加織 犬 50 平成29年1月19日 227216016 島田市本通１丁目８－４ 販売

猫 5

175 内田　舒雄 トロピカルペットアイランド 静岡県焼津市西小川４－１５－３ 内田　舒雄 ウサギ 43 平成29年1月25日 227216017 静岡県焼津市西小川４－１５－３ 展示

インコ 7

ハト 2

カメ 4

176 加藤　英明 静岡県カメ自然誌研究センター 静岡県藤枝市南駿河台４－９－９ 加藤　英明 カメ 2 平成29年2月6日 227216018 静岡県藤枝市南駿河台４－９－９ 販売

177 加藤　英明 静岡県カメ自然誌研究センター 静岡県藤枝市南駿河台４－９－９ 加藤　英明 カメ 2 平成29年2月6日 227216019 静岡県藤枝市南駿河台４－９－９ 展示

178 山形　亜美 鳥さん 静岡県焼津市三ヶ名１０６０－１４－３ 山形　亜美 フィンチ 30 平成29年2月23日 227216021 静岡県焼津市三ヶ名１０６０－１４－３ 販売13



【中部保健所】 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

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

インコ 5

ニワトリ 1

179 川田　一仁 川田　一仁 静岡県牧之原市松本５７１ 川田　一仁 中型インコ 4 平成29年3月28日 227216022 静岡県牧之原市松本５７１ 販売

カナリヤ 1

180 牧田　美喜 ペットサロン　Will 静岡県榛原郡吉田町川尻3001-3 牧田　美喜 犬 3 平成29年4月14日 227217001 静岡県榛原郡吉田町川尻3001-3 保管

猫 3

181 岩崎　浩幸 オカリヤ動物病院 静岡県島田市御仮屋町8804-4 岩崎　浩幸 犬 5 平成29年5月12日 227217002 静岡県島田市御仮屋町8804-4 保管

猫 5

182 中野　佳太郎 ゴルキャットハウス 静岡県藤枝市仮宿１２５９ 中野佳太郎 犬 9 平成29年7月13日 227217006 静岡県藤枝市仮宿１２５９ 販売

183 岩堀　美代子 Dog  Salon  Lei 牧之原市細江2781-8 岩堀　美代子 犬 4 平成29年9月29日 227217009 牧之原市細江2781-8 保管

184 有限会社ラブリーホースガーデン 代表取締役　松島 和德 有限会社ラブリーホースガーデン 島田市川根町家山1229-2 松島　和徳 馬 2 平成29年10月13日 227217010 島田市川根町家山1229-2 展示

やぎ 2

うさぎ 20

185 﨑田　美香 ペットサロンフェアリー 静岡県藤枝市岡部町内谷595番地１ 吉野　真菜 犬 10 平成29年10月25日 227217011 静岡県藤枝市岡部町内谷595番地１ 保管

186 八木　清一 キャットハウス　つくね 焼津市大栄町2丁目16-4 八木　清一 猫 5 平成29年11月14日 227217012 焼津市大栄町2丁目16-4 販売

187 中野　弘美 保護にゃんわんカフェ　ビアンカ・ナイツ 藤枝市岡部町内谷677-2 中野　弘美 猫 20 平成30年1月9日 227217014 藤枝市岡部町内谷677-2 展示

犬 3

188 中野　弘美 保護にゃんわんカフェ　ビアンカ・ナイツ 藤枝市岡部町内谷677-2 中野　弘美 猫 2 平成30年1月9日 227217015 藤枝市岡部町内谷677-2 保管

189 平松　容子 ペットシッター　おうち日和 藤枝市岡出山2-3-26 平松　容子 犬 2 平成30年2月2日 227217016 保管

猫 1

190 山内　正晴 豆柴犬専門犬舎 焼津市石脇上289 山内　正晴 犬 7 平成30年2月5日 227217013 焼津市石脇上289 販売

191 榊原　果保利 犬のシャンプー屋さん　White　Daria 藤枝市音羽町5-16-7 榊原　果保利 犬 3 平成30年2月15日 227217017 藤枝市音羽町5-16-7 保管

192 関戸　しのぶ 藤枝　柴月荘 藤枝市志太1-7-1 関戸　しのぶ 犬 3 平成30年3月26日 227217018 藤枝市志太1-7-1 販売

193 植田　祥義 爬虫類　ZERO　JAPAN 藤枝市青南町4-10-14 植田　祥義 カメ 15 平成30年4月4日 227218001 藤枝市青南町4-10-14 販売14



【中部保健所】 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

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

トカゲ 10

ヘビ 10

194 曾根　晃一 駿河晃荘 焼津市中島９２０－１ 曾根　晃一 犬 5 平成30年5月8日 227218003 焼津市中島９２０－１ 販売

195 今井　直美 ペットハウスＳｈｕｎｋａ 島田市野田５４３－１ 今井　直美 柴犬 60 平成30年5月18日 227218004 島田市野田５４３－１ 販売

チワワ 20

ボストンテリア 20

196 NPO法人　ソラノワ 理事　紅林　眞実 NPO法人　ソラノワ 静岡県島田市船木３１８４－１ 紅林　眞実 ヤギ 3 平成30年6月8日 227218005 静岡県島田市船木３１８４－１ 販売

197 NPO法人　ソラノワ 理事　紅林　眞実 NPO法人　ソラノワ 静岡県島田市船木３１８４－１ 紅林　眞実 ヤギ 10 平成30年6月8日 227218006 静岡県島田市船木３１８４－１ 保管

198 NPO法人　ソラノワ 理事　紅林　眞実 NPO法人　ソラノワ 静岡県島田市船木３１８４－１ 紅林　眞実 ヤギ 6 平成30年6月8日 227218007 静岡県島田市船木３１８４－１ 貸出し

199 NPO法人　ソラノワ 理事　紅林　眞実 NPO法人　ソラノワ 静岡県島田市船木３１８４－１ 紅林　眞実 ヤギ 6 平成30年6月8日 227218008 静岡県島田市船木３１８４－１ 展示

200 五條　恵 わんわんハウス　散歩道 焼津市大島１５３７－１ 五條　恵 犬 15 平成30年6月11日 227218009 焼津市大島１５３７－１ 販売

201 内田　舒雄 アリス．ガーデン 焼津市道原６７６－２ 白井　路子 ウサギ 30 平成30年6月11日 227218010 焼津市道原６７６－２ 販売

インコ 3

202 内田　舒雄 アリス．ガーデン 焼津市道原６７６－２ 白井　路子 ウサギ 3 平成30年6月11日 227218011 焼津市道原６７６－２ 保管

203 内田　舒雄 アリス．ガーデン 焼津市道原６７６－２ 白井　路子 ウサギ 3 平成30年6月11日 227218012 焼津市道原６７６－２ 展示

ハリネズミ 2

インコ 3

フクロウ 2

204 伊藤　香織 家庭犬飼養コンサルタント　ＰＡＣＫ　ＯＦ　ＤＯＧＳ 島田市月坂２－１３－５ 伊藤　香織 犬 5 平成30年7月9日 227218013 島田市月坂２－１３－５ 訓練

205 株式会社ＴＯＭＡ 代表取締役　藤本　光国 牧之原乗馬クラブ 牧之原市静谷２４９０－８ 藤本　光国 馬 2 平成30年7月26日 227218014 牧之原市静谷２４９０－８ 販売

206 株式会社ＴＯＭＡ 代表取締役　藤本　光国 牧之原乗馬クラブ 牧之原市静谷２４９０－８ 藤本　光国 馬 30 平成30年7月26日 227218015 牧之原市静谷２４９０－８ 保管

207 株式会社ＴＯＭＡ 代表取締役　藤本　光国 牧之原乗馬クラブ 牧之原市静谷２４９０－８ 藤本　光国 馬 30 平成30年7月26日 227218016 牧之原市静谷２４９０－８ 展示

208 寺尾　公博 アースフロンティア 島田市稲荷４丁目２－３６ 寺尾　公博 ウサギ 5 平成30年8月3日 227218017 島田市稲荷４丁目２－３６ 販売

ハムスター 10 15



【中部保健所】 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

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

インコ 10

猛禽類 5

カメ 10

トカゲ 5

209 株式会社ワンヘルスコーポレーション 代表取締役　本間　克巳 本間獣医科医院　藤枝中央病院 藤枝市音羽町３－１６－１２ 佐藤　由佳子 犬 6 平成30年8月14日 227218018 藤枝市音羽町３－１６－１２ 保管

猫 6

210 神宮司　桂子 ペットシッター　メーラ 藤枝市駅前３－１１－３３　ファミール藤枝グランビュー１０２号 神宮司　桂子 犬 2 平成30年9月5日 227218019 保管

猫 2

211 浅原　光男 Ｐｕｒｅ　ｈｅａｒｔ　ｈｏｕｓｅ 島田市金谷天王町１６１５－２ 浅原　光男 犬 15 平成30年9月14日 227218020 島田市金谷天王町１６１５－２ 販売

212 八木　奈穂子 ペットサロン八木 牧之原市静波638-1 八木　奈穂子 インコ 30 平成30年9月26日 227218021 牧之原市静波638-1 販売

十姉妹 20

文鳥 5

213 八木　奈穂子 ペットサロン八木 牧之原市静波638-1 八木　奈穂子 犬 10 平成30年9月26日 227218022 牧之原市静波638-1 保管

214 長谷川　勝行 長谷川飼料店 藤枝市駅前２－１７－１１ 長谷川　勝行 犬 3 平成30年9月26日 227218023 保管

猫 3

215 仲野　直幸 おじさんの猫 焼津市焼津１－２－２１ 仲野　直幸 猫 8 平成30年10月3日 227218024 焼津市焼津１－２－２１ 販売

フクロウ 4

トカゲ 3

216 有限会社鈴正 代表取締役　鈴木庄市 犬の美容室　ハッピードッグ 焼津市西小川４－16－９ 田村律子 犬 10 平成30年10月26日 227218025 焼津市西小川４‐16‐９ 販売

217 有限会社鈴正 代表取締役　鈴木庄市 犬の美容室　ハッピードッグ 焼津市西小川４－16－９ 田村律子 犬 12 平成30年10月26日 227218026 焼津市西小川４－16－９ 保管

218 Japan Pets Trading株式会社 代表取締役　都築　江津子 ペットアミ吉田店 榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業施行地内24街区１ 匂坂　まい 犬 26 平成30年11月28日 227218027 榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業施行地内24街区１ 販売

猫 10

ウサギ 20

ハムスター 30 16



【中部保健所】 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

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 5

フェレット 5

ハリネズミ 10

セキセイインコ 10

オカメインコ 5

ボタンインコ 4

小桜インコ 4

フクロウ 1

キンカチョウ 10

十姉妹 10

ひよこ 30

カメ 10

219 Japan Pets Trading株式会社 代表取締役　都築 江津子 ペットアミ吉田店 榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業施行地内24街区１ 匂坂　まい 猫 3 平成30年11月28日 227218028 榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業施行地内24街区１ 保管

小型犬 6

中型犬 3

大型犬 2

220 富田　吉信 Ｓｕｇａｒ　Ｐｏｃｋｅｔｓ 焼津市小川１１１５－１ 富田　吉信 ハリネズミ 5 平成31年1月24日 227218029 焼津市小川１１１５－１ 販売

フクロモモンガ 70

ハムスター 20

ウサギ 2

モルモット 10

チンチラ 6

フェレット 4

文鳥 5 17



【中部保健所】 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

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

インコ 5

オウム 2

トカゲ 5

ヘビ 2

イグアナ 2

カメレオン 2

カメ 2

ヤモリ 5

221 國吉　實 ドッグフォレスト　イン島田 島田市本通１－８－４ 高橋　加織 犬 10 平成31年1月24日 227218030 島田市本通１－８－４ 保管

222 岡嵜　暢文 Ｐｅｔｓｈｏｐｈｉｓａ 藤枝市築地４０７－２ 岡嵜　暢文 犬 20 平成31年2月13日 227218032 藤枝市築地４０７－２ 販売

223 岡嵜　暢文 Ｐｅｔｓｈｏｐｈｉｓａ 藤枝市築地４０７－２ 岡嵜　暢文 犬 6 平成31年2月13日 227218033 藤枝市築地４０７－２ 保管

224 河森　真衣 ドッグハウス　シオン 藤枝市下青島１５６－２ 河森　真衣 犬 2 平成31年2月15日 227218031 藤枝市下青島１５６－２ 保管

225 大井　由紀子 暮し方教室 焼津市三右衛門新田６４６ 大井　由紀子 犬 5 平成31年2月15日 227218035 訓練

226 河井　ひとみ Ｒｅｐｏｓｅｒ　－ルポゼ－ 島田市井口１３９１番地 河井　ひとみ 犬 1 平成31年3月1日 227218034 島田市井口１３９１番地 保管

227 渋谷　浩子 ブリーダー・渋谷 焼津市北新田４５７－８ 渋谷　直也 犬 6 平成31年3月22日 227218036 焼津市北新田４５７－８ 販売

228 池ヶ谷　繭子 ドッグサロン　ラビ 島田市元島田9363-1 池ヶ谷　繭子 犬 3 平成31年4月4日 227219001 島田市元島田9363-1 保管

猫 2

229 西原　千景 calme 藤枝市仮宿1246 西原　千景 犬 1 令和1年6月14日 227219007 藤枝市仮宿1246 保管

230 野田　昭奈 野田昭奈 焼津市道原110 野田　昭奈 ポニー 1 令和1年6月19日 227219006 焼津市道原110 展示

231 元勝　文子 グルーミングハウス　Starry Dogs 島田市向島町3047－3 元勝　文子 犬 6 令和1年6月24日 227219008 島田市向島町3047－3 保管

猫 2

232 望月 久美子 Petさろん　いぬぞう 島田市河原2-5-14 望月 久美子 犬 2 令和1年8月6日 227219009 島田市河原2-5-14 保管

233 齋藤　真治 犬の幼稚園　DOG FRIENDS GARDEN AIUTANTE 焼津市中根354－10 齋藤　真治 犬 10 令和1年10月18日 227219010 焼津市中根354－10 保管

234 齋藤　真治 犬の幼稚園　DOG FRIENDS GARDEN AIUTANTE 焼津市中根354－10 齋藤　真治 犬 10 令和1年10月18日 227219011 焼津市中根354－10 訓練18



【中部保健所】 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

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

235 金丸 哲弥 保護猫カフェ　ふにゃり 榛原郡吉田町住吉1390-2 金丸 哲弥 猫 60 令和1年12月10日 227219014 榛原郡吉田町住吉1390-2 展示

236 望月　辰哉 猫カフェ　いろり 藤枝市駅前２丁目８－１０　富山ビル１階 望月　辰哉 猫 15 令和1年12月13日 227219012 藤枝市駅前２丁目８－１０　富山ビル１階 販売

237 望月　辰哉 猫カフェ　いろり 藤枝市駅前２丁目８－１０　富山ビル１階 望月　辰哉 猫 15 令和1年12月13日 227219013 展示

238 多々良　学 ＳＰＥＲＡＲＥ 焼津市中新田４５５－２　市川ビル 多々良　学 ハリネズミ 10 令和1年12月25日 227219016 焼津市中新田４５５－２　市川ビル 販売

フクロモモンガ 10

フクロウ 3

オウム 3

インコ 5

カメ 30

トカゲ 30

ヘビ 40

239 太田原　真紀 ぴんきぃまこ 藤枝市青葉町２－２－６ 太田原　真紀 犬 5 令和2年1月7日 227219017 藤枝市青葉町２－２－６ 保管

240 海野　友哉 ペットサロン　UNP 焼津市与惣次１２２－４ 海野　友哉 犬 20 令和2年1月16日 227219018 焼津市与惣次１２２－４ 保管

猫 20

241 石川　美奈 Luminous 島田市金谷扇町１９９２－４ 石川　美奈 犬 2 令和2年2月28日 227219019 島田市金谷扇町１９９２－４ 保管

242 山村　詩織 ドッグサロン　ブルーグレー 島田市金谷根岸町１５９－６ 山村　詩織 犬 3 令和2年3月5日 227219020 島田市金谷根岸町１５９－６ 保管

猫 1

243 八木　琉羽 plume 島田市横井３丁目１７－９ 八木　琉羽 犬 1 令和2年3月19日 227219021 島田市横井３丁目１７－９ 保管

244 瀬村 佑斗 SMRreptile's 榛原郡吉田町川尻1428-102 瀬村 佑斗 ヒョウモントカゲモドキ 40 令和2年4月13日 227220001 榛原郡吉田町川尻1428-102 販売

245 大石　健一 オオイシ 島田市横岡６０９－４ 大石　健一 犬 5 令和2年4月28日 227220002 島田市横岡６０９－４ 販売

246 秋山　倫利 ペットショップ　つなまよ 焼津市上小杉２４ 秋山　倫利 フィンチ 50 令和2年5月7日 227220003 焼津市上小杉２４ 販売

インコ 10

247 杉山　雪乃 犬のしつけ教室　nano 焼津市大住７２５－１９ 杉山　雪乃 犬 1 令和2年5月18日 227220004 焼津市大住７２５－１９ 訓練

248 安藤　のり子 maomao dumbo bon 藤枝市田沼3－21－37 安藤　のり子 犬 1 令和2年5月22日 227220005 藤枝市田沼3－21－37 保管19



【中部保健所】 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

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

249 松下　敏久 マツシタ 島田市川根町家山2538－1 松下　敏久 犬 17 令和2年5月25日 227220006 島田市川根町家山2538－1 販売

猫 4

250 鈴木　明子 Dog　First 島田市稲荷２丁目20番15号 鈴木　明子 犬 2 令和2年5月29日 227220008 島田市稲荷２丁目20番15号 販売

251 鈴木　明子 Dog　First 島田市稲荷２丁目20番15号 鈴木　明子 犬 2 令和2年5月29日 227220009 島田市稲荷２丁目20番15号 保管

252 森　廣夫 BASK 島田市船木２３８１－２ 森　廣夫 犬 2 令和2年5月29日 227220010 島田市船木２３８１－２ 販売

253 nap合同会社 代表社員　高橋　礼美 nap 島田店 島田市湯日48－4 高塚　祐奈 犬 15 令和2年8月27日 227220011 島田市湯日48－4 保管

254 nap合同会社 代表社員　高橋　礼美 nap 島田店 島田市湯日48－4 高塚　祐奈 犬 10 令和2年8月27日 227220012 島田市湯日48－4 訓練

255 松原 リサ ペットシッター　シャンティ 牧之原市片浜959-1　ビレッジハウス相良1-107 松原 リサ 犬 5 令和2年9月10日 227220013 保管

猫 5

256 今井 智美 ドッグサロン　clair 牧之原市細江1208-3 今井 智美 犬 3 令和2年10月23日 227220014 牧之原市細江1208-3 保管

257 曲田　奈未 ペットホテル＆シッター　earth 焼津市本中根430-22 曲田　奈未 犬 2 令和2年12月18日 227220015 焼津市本中根430-22 保管

猫 2

258 株式会社エンチョー 代表取締役　遠藤 秀男 ZooSquare藤枝店 藤枝市築地５２８－１ 松田　圭太 ウサギ 40 令和3年1月29日 227220016 藤枝市築地５２８－１ 販売

ハムスター 100

モルモット 20

モモンガ 20

ハリネズミ 20

テグーマウス 20

チンチラ 10

フェレット 10

ミーアキャット 2

インコ 100

オウム 30

フィンチ 50 20



【中部保健所】 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

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

文鳥 30

カナリヤ 30

フクロウ 5

リクガメ 100

ミズガメ 200

トカゲ 200

ヤモリ 200

ヘビ 100

259 三村　勝己 ミムラ 藤枝市岡部町内谷８８ 三村　勝己 犬 10 令和3年2月5日 227220017 藤枝市岡部町内谷８８ 販売

260 スリーゼロ株式会社　 代表取締役　大嶋　博 ペットショップ　プチマリア　ズースクエア藤枝店 藤枝市築地５２８－１ 山梨　魁斗 犬 16 令和3年2月15日 227220019 藤枝市築地５２８－１ 販売

猫 6

261 スリーゼロ株式会社 代表取締役　大嶋　博 ペットショップ　プチマリア　ズースクエア藤枝店 藤枝市築地５２８－１ 山梨　魁斗 犬 10 令和3年2月15日 227220020 藤枝市築地５２８－１ 保管

猫 2

262 國吉　實 ドッグアイランド 焼津市上小杉７５８－２ 清水　幸奈 犬 120 令和3年2月17日 227220018 焼津市上小杉７５８－２ 販売

263 有限会社ダクタリ動物病院 代表取締役　山崎　智輝 静岡焼津動物医療センター 焼津市八楠４－１５－２１ 押久保　秋太郎 犬 9 令和3年2月26日 227220021 焼津市八楠４－１５－２１ 販売

猫 9

うさぎ 5

齧歯類 3

フェレット 3

インコ・オウム 5

フィンチ・カナリヤ 5

ハト 3

カメ 1

264 太田原　真紀 ぴんきぃまこ 藤枝市青葉町２－２－６ 太田原　真紀 犬 5 令和3年3月19日 227220023 藤枝市青葉町２－２－６ 販売21



【中部保健所】 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

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

265 前田 博 Blue Rose 榛原郡吉田町片岡1729-2 前田 博 犬 10 令和3年3月23日 227220022 榛原郡吉田町片岡1729-2 販売

猫 5

266 株式会社ミネルバ 代表取締役　西山 淳一 ペッツワン藤枝店 藤枝市内瀬戸字向山１５－１　カインズ藤枝店内 伊藤　美咲 犬 22 令和3年5月31日 227221001 藤枝市内瀬戸字向山１５－１　カインズ藤枝店内 販売

猫 4

ハムスター 30

ハリネズミ 4

モルモット 4

フェレット 4

うさぎ 10

モモンガ 5

インコ・フィンチ 40

カメ 10

トカゲ 20

ヘビ 10

ヤモリ 10

267 株式会社ミネルバ 代表取締役　西山 淳一 ペッツワン藤枝店 藤枝市内瀬戸字向山１５－１　カインズ藤枝店内 伊藤　美咲 犬 10 令和3年5月31日 227221002 藤枝市内瀬戸字向山１５－１　カインズ藤枝店内 保管

猫 3

268 矢田　くるみ PUPUHOUSE 藤枝市八幡１１０３ 矢田　くるみ 犬 3 令和3年5月31日 227221004 藤枝市八幡１１０３ 保管

269 黒川　レオナ Shou Shou Noire 藤枝市大新島３８５－２ 黒川　レオナ 犬 4 令和3年6月18日 227221005 藤枝市大新島３８５－２ 販売

270 杉山　志保美 Dog salon Nino 焼津市道原１１２８－２ 杉山　志保美 犬 2 令和3年8月25日 227221006 焼津市道原１１２８－２ 保管

271 小泉　晃代 ペットの美容室　犬のしっぽ 焼津市北新田２８７ 小泉　晃代 犬 45 令和3年8月25日 227221007 焼津市北新田２８７ 販売

272 小泉　晃代 ペットの美容室　犬のしっぽ 焼津市北新田２８７ 小泉　晃代 犬 10 令和3年8月25日 227221008 焼津市北新田２８７ 保管

273 國吉　實 ドッグアイランド 焼津市上小杉７５８－２ 清水　幸奈 犬 3 令和3年8月25日 227221009 焼津市上小杉７５８－２ 保管

274 佐藤　沙織 dog salon CHILL 島田市旭２丁目１２－１５ 佐藤　沙織 犬 3 令和3年9月15日 227221010 島田市旭２丁目１２－１５ 保管22



【中部保健所】 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

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 3

275 天野　寿則 駿府天海荘・海 焼津市浜当目４－１７－１ 小野寺　広子 犬 15 令和3年11月12日 227221012 焼津市浜当目４－１７－１ 販売

276 有限会社　エル・ドリーム　 代表取締役　北堀 朝治 有限会社　エル・ドリーム　大井川繁殖場 焼津市西島１３１－１ 村松　誓来 犬 50 令和3年11月29日 227221013 焼津市西島１３１－１ 販売

277 小川　勝規 Dreaming Gecko 藤枝市高洲４１－１３ 小川　勝規 ヒョウモントカゲモドキ 30 令和3年12月3日 227221014 藤枝市高洲４１－１３ 販売

278 合同会社モンティナ 代表社員　石榑 麻紀 ペットサロン　Cinnamon 静岡県藤枝市田沼１－２０－１５ 光岡 結香 犬 6 令和4年1月7日 227221015 静岡県藤枝市田沼１－２０－１５ 保管

279 株式会社 Life Is Beautiful 代表取締役　米村 純子 米村ドッグスクール 静岡県榛原郡吉田町住吉5436-205 米村 敏明 犬 30 令和4年1月14日 227221018 静岡県榛原郡吉田町住吉5436-205 保管

280 株式会社 Life Is Beautiful 代表取締役　米村 純子 米村ドッグスクール 静岡県榛原郡吉田町住吉5436-205 米村 敏明 犬 30 令和4年1月14日 227221019 静岡県榛原郡吉田町住吉5436-205 訓練

281 和平　粛統 ドッグピース　ココ 静岡県牧之原市片浜1042-1 和平　粛統 犬 15 令和4年1月17日 227221020 静岡県牧之原市片浜1042-1 販売

282 株式会社　Bond　Corporation 代表取締役　國吉 實 アイ・ペットクリニック 静岡県焼津市東小川１－３－１７ 一瀬　猛 犬 15 令和4年1月18日 227221016 静岡県焼津市東小川１－３－１７ 保管

猫 5

283 株式会社　Bond　Corporation 代表取締役　國吉 實 アイ・ペットクリニック 静岡県焼津市東小川１－３－１７ 一瀬　猛 犬 15 令和4年1月18日 227221017 静岡県焼津市東小川１－３－１７ 訓練

284 榊原　直已 ペットサロン榊原 静岡県焼津市坂本４８６－２ 榊原　直已 犬 3 令和4年1月31日 227221021 静岡県焼津市坂本４８６－２ 販売

285 榊原　直已 ペットサロン榊原 静岡県焼津市坂本４８６－２ 榊原　直已 犬 1 令和4年1月31日 227221022 静岡県焼津市坂本４８６－２ 保管

286 四之宮　保美 日向っ猫 静岡県藤枝市東町９－２８ 四之宮　保美 猫 10 令和4年2月3日 227221023 静岡県藤枝市東町９－２８ 販売

287 石田　久仁子 キャット　ハウス　ライム 静岡県焼津市藤守１８５０－１ 石田　久仁子 猫 2 令和4年2月7日 227221024 静岡県焼津市藤守１８５０－１ 販売

288 湯山　祐子 ペットサポート　ぐる～ 静岡県藤枝市郡１丁目１２－３９ 湯山　祐子 犬 10 令和4年2月25日 227221025 保管

猫 10

ウサギ 10

フェレット 10

リス 10

ハムスター 10

モルモット 10

インコ 10

フィンチ 10 23



【中部保健所】 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

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

289 飯塚　富子 ＭＯＮＤ－ＲＯＳＥ 静岡県藤枝市下之郷１３７９－６ 飯塚　富子 猫 8 令和4年3月16日 227221026 静岡県藤枝市下之郷１３７９－６ 販売

290 見原美幸 mimico 焼津市与惣次223-1 見原美幸 犬 4 令和4年4月1日 227222001 保管

291 武井　明美 A.T.ブランド 藤枝市平島665-50 武井　明美 犬 10 令和4年4月22日 227222002 藤枝市平島665-50 販売

292 株式会社　ピュアハートハウス 代表取締役　大町 久美子 株式会社　ピュアハートハウス 静岡県島田市河原一丁目4番25号 大町　久美子 犬 60 令和4年4月27日 227222003 静岡県島田市河原一丁目4番25号 販売

293 株式会社　ピュアハートハウス 代表取締役　大町 久美子 株式会社　ピュアハートハウス 静岡県島田市河原一丁目4番25号 大町　久美子 犬 60 令和4年4月27日 227222004 静岡県島田市河原一丁目4番25号 保管

294 栗田　加菜子 ドッグサロン　パピーラブ 静岡県島田市向島町3010-7 栗田　加菜子 犬 8 令和4年5月11日 227222005 静岡県島田市向島町3010-7 販売

295 薄井　龍一 １ST　DRAGON 静岡県牧之原市大江1383-6 薄井　龍一 犬 2 令和4年6月20日 227222006 静岡県牧之原市大江1383-6 販売

296 薄井　龍一 １ST　DRAGON 静岡県牧之原市大江1383-6 薄井　龍一 犬 2 令和4年6月20日 227222007 静岡県牧之原市大江1383-6 保管

297 石川　美奈 Luminous 静岡県島田市金谷扇町1992-4 石川　美奈 犬 2 令和4年7月14日 227222008 静岡県島田市金谷扇町1992-4 販売

298 矢田　みなみ PUPUHOUSE 静岡県藤枝市八幡１１０３ 矢田　みなみ 犬 11 令和4年9月6日 227222009 静岡県藤枝市八幡１１０３ 販売

299 四之宮保美 日向っ猫 静岡県藤枝市東町9-28 四之宮保美 猫 7 令和4年9月21日 227222010 静岡県藤枝市東町9-28 保管

300 早川　英樹 EARLY　RIVER　DOGS 静岡県島田市川根町家山655-４ 早川　英樹 犬 5 令和4年9月21日 227222011 静岡県島田市川根町家山655-４ 販売

301 平野奈穂子 いぬのひみつきち 静岡県藤枝市堀之内523-47 平野奈穂子 犬 3 令和4年9月21日 227222012 保管

302 平野奈穂子 いぬのひみつきち 静岡県藤枝市堀之内523-47 平野奈穂子 犬 3 令和4年9月21日 227222013 訓練

303 黒川　レオナ Shou Shou Noire 静岡県藤枝市大新島385-2 黒川　レオナ 犬 3 令和4年10月11日 227222014 静岡県藤枝市大新島385-2 保管
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