
名　称 所在地（町名まで）

1 草場　亮介　 SOROMON'S RING 久留米市大橋町蜷川 草場亮介　

犬：ｱﾒﾘｶﾝｽﾀｯﾌｫｰﾄﾞｼｬｰﾃﾘｱ､ﾛｰ
ﾃﾞｼｱﾝﾘｯﾁﾞﾊﾞｯｸﾞ､ﾑｼﾞﾎﾞｳｼｲﾝｺ､ｲ
ｼｶﾞﾒ､ﾄﾞﾛｶﾞﾒ

H18.7.21 販売 4067100001

2 富安　優子 フラワー　アルバム 久留米市城島町西青木 富安　真一郎 犬(28) H18.7.20 販売 4067100002

4 手嶋　ゆき子 チワワハウス 久留米市田主丸町田主丸 手嶋　ゆき子 犬(50) H18.7.18 販売 4067100004

5 池田　幸弘 ゼロサン　ノーベンバーJP 久留米市田主丸町豊城 池田　幸弘 犬(9) H18.7.18 販売 4067100005

6 高橋　裕子 シルバーデビル 久留米市野中町 高橋　裕子 犬（8） H18.7.20 販売 4067100006

7 高橋　裕子 シルバーデビル 久留米市野中町 高橋　裕子 犬（8） H18.7.20 保管 4067200001

10 橋本　佳政 橋本ドッグスクール 久留米市田主丸町殖木 橋本　佳政 犬（50） H18.8.4 訓練 4067400001

11 橋本　佳政 橋本ドッグスクール 久留米市田主丸町殖木 橋本　佳政 犬（50） H18.8.4 保管 4067200003

12 廣瀬　一昭 久留米　廣瀬 久留米市長門石 廣瀬　一昭 犬（40） H18.8.30 販売 4067100008

13 廣瀬　一昭 久留米　廣瀬 久留米市長門石 廣瀬　一昭 犬（40） H18.8.30 保管 4067200004

15 服部　利明 Ｈａｔｔｏｒｉ・ＪＰ 久留米市南薫西町 服部　利明 犬（6）ﾒｼﾞﾛ(20) H18.7.31 販売 4067100010

17 田川　秋博 プリンワールドＪＰ 久留米市三潴町田川 田川　瞳 犬（50） H18.9.6 販売 4067100011

21
中島興業株式会社

代表取締役 中島 満
アスターペットサービス 久留米市大手町 中島　満 犬（5）・猫（１）・繁殖無し H18.9.28 販売 4067100016

22
中島興業株式会社

代表取締役 中島 満
アスターペットサービス 久留米市大手町 中島　満 犬・猫（２０） H18.9.28 保管 4067200005

24 山崎　幹雄 犬の美容室　ワンズパル 久留米市城島町楢津 山崎　幹雄 犬・猫(7) H18.10.13 保管 4067200009

26 今村　智恵子 愛犬美容室　NA・NA 久留米市小頭町 今村　智恵子 犬・猫(14) H18.10.12 保管 4067200008

28 千代島　誠 城島ドッグ流通センター 久留米市城島町江上 千代島　春美 犬(70) H18.10.25 販売 4067100020

29 山下　榮三 ドッグハウス　ジョリー 久留米市日吉町 山下　榮三 犬(68) H18.11.6 販売 4067100021
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31 古賀　義治 SHINING KOGA 久留米市高良内町 古賀　義治 犬(4) H18.11.14 販売 4067100023

32 宮　美智子 MRS.MICHIKO TECKEL 久留米市野中町 宮　美智子 犬(17) H18.11.9 販売 4067100024

33 宮　美智子 MRS.MICHIKO TECKEL 久留米市野中町 宮　美智子 犬(3) H18.11.9 保管 4067200010

34 横溝　真貴子 ANGEL PICO 久留米市山川町 横溝　真貴子 犬(20) H18.11.13 販売 4067100025

35 城崎　友宏 わんわん美容室vi・vi 久留米市三潴町玉満 城崎　友宏 犬(５) H18.11.20 保管 4067200011

36 瀬戸　恵美香 いぬの床屋さん 久留米市野中町 瀬戸　恵美香 犬(５) H18.11.17 保管 4067200012

37 森山　めぐみ ドッグパウ 久留米市大善寺町宮本 森山　めぐみ 犬(3)鳥 H18.12.18 販売 4067100026

38 森山　めぐみ ドッグパウ 久留米市大善寺町宮本 森山　めぐみ 犬(6) H18.12.18 保管 4067200013

39 倉守　豊 クルメクラモリ犬舎 久留米市荒木町藤田 倉守　豊 犬(25) H18.12.4 販売 4067100028

40 中村　幸雄 ミノウ荘 久留米市田主丸町竹野 中村　幸雄 犬(5) H18.12.5 販売 4067100029

44 髙木　幸夫 カツミ荘　ＪＰ 久留米市御井町 髙木　幸夫 犬(17) H18.12.12 販売 4067100033

45 田島　浩樹 ドッグハウスタジマ 久留米市三潴町西牟田 田島　浩樹 犬(20) H19.2.26 販売 4067100058

46 江田　正子 プルメリア 久留米市上津町 江田　正子 犬（５０） H18.12.25 販売 4067100035

50 戸嶋　祐子 ドッグギャラリィ　グレース 久留米市御井町 戸嶋　祐子 犬（２５） H19.1.24 販売 4067100043

51 戸嶋　祐子 ドッグギャラリィ　グレース 久留米市御井町 戸嶋　祐子 犬（3） H19.1.24 保管 4067200015

52
坂本産業株式会社

代表取締役　坂本　安弘
ホームセンター　サカモト 久留米市東合川 野村　友美

ウサギ(7)ﾓﾙﾓｯﾄ(3)ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(3)ﾊﾑ
ｽﾀｰ(30)ｲﾝｺ(7)ﾌｨﾝﾁ(5)ﾌｸﾛｳ(1)
亀(30)ﾄｶｹﾞ(5)ｶｴﾙ(3)

H19.1.19 販売 4067100041

53 田中　美枝子 Ｇｏｌｄｅｎ　Hoｕｓｅ 久留米市田主丸町田主丸 田中　美枝子 犬（３３）ﾁﾜﾜ H19.1.23 販売 4067100044

54
合名会社サンエル
代表社員　関　清美

ペットワールド　サンエル 久留米市荒木町藤田 関　清美 犬(120)猫(8) H19.2.6 販売 4067100047

55
合名会社サンエル
代表社員　関　清美

ペットワールド　サンエル 久留米市荒木町藤田 関　清美 犬(120)猫(8) H19.2.6 保管 4067200018
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60 執行　由夏 ドッグサロン　カラレ 久留米市荒木町下荒木 執行　由夏 犬(5) H19.2.16 保管 4067200019

61 常藤　浩司 ボストンファミリー 久留米市江戸屋敷 常藤　浩司 犬(40) H19.2.22 販売 4067100056

64 伊藤　園子 ペットサロン　プリティー 久留米市江戸屋敷 伊藤　園子 犬(86) H19.2.26 販売 4067100054

65 伊藤　園子 ペットサロン　プリティー 久留米市江戸屋敷 伊藤　園子 犬 H19.2.26 保管 4067200020

68 増田　八千江 ヤリ水台ハイツ 久留米市高良内町 増田　八千江 犬(3) H19.2.28 販売 4067100061

69 馬場　浩二 アカネ　クイーン 久留米市上津町 馬場　ルミ 犬(31) H19.3.2 販売 4067100064

70 松本　めぐみ ストーンオーシャン 久留米市西町 松本　めぐみ 犬(4) H19.3.2 販売 4067100063

72 待鳥　真佐美 Dog’s Heart Adviser まっち 久留米市東櫛原町 待鳥　真佐美 犬の出張しつけ H19.3.12 訓練 4067400005

75 野上　由貴 マーキュリーライディングクラブ 久留米市田主丸町船越 野上　由貴 馬(10) H19.3.19 展示 4067500004

80 石橋　敏弘 石橋敏弘 久留米市藤光町 石橋　敏弘 犬(81)猫(57) H19.3.29 販売 4067100076

81 仁田原　久子 ペットサルーンハニー 久留米市城島町西青木 仁田原　久子 犬猫（２/日） H19.5.1 保管 4067200030

82 江田　守男 クルメドッポソー 久留米市上津町 江田　守男 犬(6) H19.4.4 販売 4067100080

86 丸山　七久 ビューティわん 久留米市東合川 肥山　文 犬(15) H19.4.9 保管 4067200028

90 岡　佳枝 DOG　SCHOOL　OKA 久留米市上津町 岡　佳枝 犬(出張訓練） H19.4.18 訓練 4067400007

91 岡　佳枝 DOG　SCHOOL　OKA 久留米市上津町 岡　佳枝 犬（１０） H19.5.10 保管 4067200032

92 松浦　亜子 ＬＯＶＥＡＬＥＸ ＪＰ 久留米市西町 松浦　亜子 犬(3) H19.5.10 販売 4067100091

96 加月　敏弘 加月乗馬クラブ 久留米市三潴町福光 加月　恵 馬(12) H19.5.14 展示 4067500005

97 棚町　哲司 ワンセブクラブ 久留米市西町 柳　有巳江 犬(8) H19.5.7 保管 4067200033

103 笠野　眞智子 ペットショップＳｕｐｅｒワン 久留米市東合川 笠野　眞智子 犬(6)・繁殖無し H19.5.18 販売 4067100098

104 笠野　眞智子 ペットショップＳｕｐｅｒワン 久留米市東合川 笠野　眞智子 犬(3) H19.5.18 保管 4067200035
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105 福井　秀治 ハッピーメイト 久留米市荒木町白口 福井　秀治 犬(59) H19.5.21 販売 4067100100

108 松本　敏光 柴犬専門店 まつもと 久留米市諏訪野町 松本　敏光 犬(40) H19.5.21 販売 4067100094

110 佐藤　修一 シュガー動物病院 久留米市諏訪野町 佐藤　智章 犬猫（10/月） H19.5.31 保管 4067200041

116 豊福　由起子 ドッグサロン未来 久留米市善導寺町飯田 豊福　由起子 犬 H19.5.29 保管 4067200040

117 豊福　由起子 ドッグサロン未来 久留米市善導寺町飯田 豊福　由起子 犬 H19.5.29 販売 4067100109

120 井上　知可子 ドッグトレーニングスクールＡＩＤ 久留米市荒木町荒木 井上　知可子 犬 H19.5.31 訓練 4067400009

133 阿部　秀子 Ｋ・ボンバーケネル 久留米市御井旗崎 阿部　圭秀 犬(10) H19.5.31 販売 4067100110

134 阿部　秀子 Ｋ・ボンバーケネル 久留米市御井旗崎 阿部　圭秀 犬(10) H19.5.31 保管 4067200043

136 重冨　秋枝 ＰＩＮＵＰ（ピナップ） 久留米市東合川町 重冨　秋枝 犬(14) H19.5.31 販売 4067100114

137
有限会社ラッキーベアー動物病院

取締役　山田　達志
ラッキーベアー・アニマルケアセ
ンター

久留米市篠山町 山田　広子 犬猫(21) H19.5.31 保管 4067200046

141 小林　秀和 ドッグステーションＩ・ＭＡＧＩＣ 久留米市田主丸町菅原 小林　秀和 犬(30) H19.5.31 販売 4067100117

142 小林　秀和 ドッグステーションＩ・ＭＡＧＩＣ 久留米市田主丸町菅原 小林　秀和 犬（5） H19.5.31 保管 4067200047

143 小林　秀和 ドッグステーションＩ・ＭＡＧＩＣ 久留米市田主丸町菅原 小林　秀和 犬（5） H19.5.31 訓練 4067400010

145 松沢　克子 犬の散歩みち ぽけっと 久留米市合川町 松沢　克子 犬(8) H19.6.8 保管 4067200058

146 空閑　陽子 ペットサロン ポピィー 久留米市南4丁目 空閑　陽子 犬猫(7) H19.5.31 保管 4067200055

150
株式会社　森光商店

代表取締役　森光　栄一
株式会社森光商店 久留米市田主丸町秋成 藤木　康光 哺乳類・鳥類・爬虫類 H19.5.31 販売 4067100128

152 平尾　久美子 ペットサロン 久留米市三潴町清松 平尾　久美子 犬、猫 H19.6.14 保管 4067200061

154

公益財団法人久留米市都市公園管
理センター

理事長　別府　好幸

公益財団法人久留米市都市公
園管理センター  久留米市鳥類
センター

久留米市東櫛原町 立花　憲宏 哺乳類・鳥類・爬虫類 H19.7.26 展示 4067500008
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155

公益財団法人久留米市都市公園管
理センター

理事長　別府　好幸

公益財団法人久留米市都市公
園管理センター  久留米市鳥類
センター

久留米市東櫛原町 立花　憲宏 哺乳類・鳥類・爬虫類 H19.7.26 販売 4067100133

156
有限会社　 アンドレ
取締役　麻生　砂織

有限会社アンドレ 久留米市諏訪野町 麻生　砂織 犬(10)猫(4) H19.7.4 保管 4067200064

158 野瀬　正義 ローズノセ 久留米市北野町乙丸 野瀬　正義 犬(2) H19.7.31 販売 4067100134

160 池松　浜子 コロネット 久留米市城島町四郎丸 池松　浩 犬（90） H19.9.26 販売 4067100135

162 三橋　弘子 わんわん美容室あにぃろーず 久留米市北野町千代島 三橋　弘子 犬(5) H19.11.15 保管 4067200067

165 長渕　隆尋
トリミング＆ホテル Ｄｏｇｇｙ＋（ド
ギープラス）

久留米市田主丸町菅原 長渕　隆尋 犬・猫(2) H19.11.29 保管 4067200071

171 中村　睦 ＨＯＬＹ　ＧＨＯＳＴ 久留米市日ノ出町 中村　睦 犬(9) H20.3.14 販売 4067100144

172 馬場　貞行 デイトナ 久留米市城島町浮島 馬場　貞行 犬ねこ(9) H20.4.10 販売 4067100146

173
あらきまち動物病院株式会社

代表取締役　野中　耕平
あらきまち動物病院株式会社 久留米市荒木町荒木 野中　耕平 犬(5)・ねこ(5) H20.4.30 保管 4067200073

178 田中　洋子 ドッグハウス．B・B 久留米市三潴町西牟田 田中　洋子 犬（40) H20.9.8 販売 4067100152

181 上川　要 INFIELD 久留米市大善寺町夜明 上川　要 犬(5) H21.3.30 販売 4067100157

182 髙田　薫
Princess　Momo　プリンセスモ
モ

久留米市上津町 髙田　薫 犬(15) H21.3.30 販売 4067100158

183 髙田　薫
Princess　Momo　プリンセスモ
モ

久留米市上津町 髙田　薫 犬(2) H21.3.30 保管 4067200081

184 木村　彩 CANDY 　DOG 久留米市安武町安武本 木村彩 犬(4)、ねこ(1) H21.4.21 保管 212001

185 黒田　隆之 ドッグサロンフェリーチェ 久留米市田主丸町田主丸 手柴　真紀 犬(5) H21.6.29 保管 212002

187 堺　和貴子
ワンちゃんのヘアーサロン
スマイル

久留米市田主丸町上原 堺　和貴子 犬(8)、ねこ(2) H21.9.2 保管 211003

197 高尾　将治 高尾動物病院 久留米市山川神代 住吉　亜紀 犬（６）、ねこ（６） H22.9.16 保管 222003

199
有限会社トライアル

  取締役 　 熊谷　眞由美
ペットスタジオ１０１久留米店 久留米市野中町 楢原　幸平 犬（１０）・繁殖無し H23.3.31 販売 221006

200
有限会社トライアル

 取締役 　熊谷　眞由美
ペットスタジオ１０１久留米店 久留米市野中町 楢原　幸平 犬（１０） H23.3.31 保管 222003
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201 平塚　太一郎
アメリカンラビット専門店
ぴょんぴょんハウス

久留米市上津 平塚　ひとみ うさぎ（１９）チンチラ（１） H23.4.20 販売 231001

202 平塚　太一郎
アメリカンラビット専門店
ぴょんぴょんハウス

久留米市上津 平塚　ひとみ うさぎ（１９） H23.4.20 展示 235001

203 横尾　恵枝 ユナ　ホビーハウスα 久留米市上津町 横尾　恵枝 犬（３０）、猫（３０） H23.5.2 販売 231002

205 立石　康成 ペットショップ立石 久留米市田主丸町野田 立石　康成 インコ、中型インコ（３０） H23.6.17 販売 231003

206 富松　智美 Four Clover Dog 久留米市高良内町 富松　智美 犬（１５） H23.7.22 販売 231004

207 柴野　朋美 のだや 久留米市六ツ門町 柴野　朋美 犬（６） H23.8.17 保管 232002

211 田島　浩樹 ドッグハウス　タジマ 久留米市三潴町西牟田 田島　浩樹 犬（１頭／月） H24.2.22 保管 232005

212 堀田　淳子
SHINING-BENGALS（シャイニン
グ　ベンガルス）

久留米市津福本町 堀田　淳子 猫（２頭） H24.3.8 販売 231006

213
株式会社おしろい屋

代表取締役　田中　ひとみ
Pink Princess Dog 久留米市東合川 田中　里佳 犬（T.プードル２頭） H24.3.8 販売 231007

215 渡辺　實 ペットハウスプリン 久留米市津福本町 渡辺　多美子 犬猫１０頭 H24.3.5 保管 232006

216 水本　忍 久留米ペットサービス 久留米市通町 水本　忍
犬10～15頭／日、
猫1～2頭／月

H24.3.21 保管 232007

220 濵井　一美 メイプルファーム 久留米市西町 濵井　一美 犬（3） H24.6.21 販売 241002

221 井上　知可子 ドッグトレーニングスクールＡＩＤ 久留米市荒木町荒木 井上　知可子 犬(10) H24.8.10 保管 242001

222 横溝　裕美 ｓｍｉｌｅ　ｔｕｂａｍｅ 久留米市田主丸町益生田 横溝　裕美 犬(4) H24.9.10 販売 241003

224 森口　光義 ペットショップ　ＭＡＲＯ 久留米市御井旗崎 森口　光義 犬（３） H24.10.26 販売 241004

225 黒岩　英樹 プードルヶ丘 久留米市荒木町 黒岩　英樹 犬（６） H24.11.9 販売 241005

226 下川　由理子 ペットサロン　ｗａｎ　ｈｅａｒｔ 久留米市中央町 下川　由理子 犬（14）、猫（２） H25.1.18 保管 242002

227
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久留
米店

久留米市東櫛原町 中村　雅代 犬（４０）、猫（２０）・繁殖無し H25.1.22 販売 241006

228
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久留
米店

久留米市東櫛原町 中村　雅代 犬、猫（１０） H25.1.22 保管 242003
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233
株式会社　ニシケン

代表取締役社長　田中　誠一
アコルくんのペットショップ久留
米店

久留米市上津 古賀　美奈子 犬、猫 H25.12.1 保管 252001

235 古賀　哲也 古賀 久留米市諏訪野町 古賀　哲也 犬 H25.12.3 販売 251004

236 今村　喜美子 ニコニコドック 久留米市東櫛原町 今村　喜美子 犬（９） H26.2.28 販売 251005

237
合同会社ＳＯＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

代表社員　堤　かおり
ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＯＮＥ　ＣＨＩＬＤ 久留米市西町 堤　かおり 犬（１２） H26.11.7 保管 262001

238 吉田　眞理子 犬のしつけ教室　ひまわり 久留米市諏訪野町 吉田　眞理子 犬 H27.4.6 保管 272001

239 吉田　眞理子 犬のしつけ教室　ひまわり 久留米市諏訪野町 吉田　眞理子 犬 H27.4.6 訓練 274001

240 伊規須　直実 ＢＯＮＮＩＥ　ＣＯＣＯ 久留米市荒木町藤田 伊規須　直実 犬（１４） H27.5.19 販売 271001

241 海谷　正人 ｄａｒ．ａｍｏｕｒ 久留米市大石町 海谷　正人 犬（８） H27.10.6 販売 271003

242 工藤　順 K.TOP．BUDDY 久留米市御井町 工藤　順 犬（６） H27.10.5 販売 271002

243 廣木　千香
Piccoro　pet　care＆Holistic
Life

久留米市上津町 廣木　千香 犬 H27.12.9 保管 272002

244 酒井　博司 さかい動物病院 久留米市東合川 酒井　真奈美 犬、猫、うさぎ H28.1.22 保管 272003

245 野下　秀樹 猫カフェ　ねこる 久留米市城島町江上上 野下　秀樹 猫(10) H28.3.25 展示 275001

246 山本　栄子 JIBOU 久留米市花畑 山本　栄子 猫（3) H28.4.27 展示 285001

247 和田　泰行 PET’sTHE　WORLD 久留米市東櫛原町 和田　泰行 犬、猫 H28.4.27 保管 282001

248 森　薫 どっぐぱーる 久留米市津福本町 森　薫 犬、猫（３） H28.5.31 保管 282002

249 今泉　舞 アクアフィッシュ　　マリン 久留米市大善寺町 今泉　舞 カメ（10）トカゲ（５） H28.6.24 販売 281001

251 竹田　久枝 Dog  Salon  &　Hotel     VIVI 久留米市津福本町 竹田　久枝 犬猫9頭 H28.9.5 保管 282003

252 中村　綾美 キャンディー･リック　ハウス 久留米市北野町稲数 中村　綾美 犬3頭 H28.9.9 販売 281003
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253 宮﨑　辰也 ＲＥＰ　ＤＲＵＮＫＥＲＳ 久留米市東櫛原町 宮﨑　辰也 ヤモリ（１００) H28.9.26 販売 281004

254 塩崎　清貴 アンデスファーム 久留米市三潴町玉満 馬場　直人 犬（12)ロバ（3ラバ(3) H28.11.8 販売 281005

255 池末　香純
日本ペットシッターサービス
久留米店　のびのび

久留米市東櫛原町 池末　香純 犬、猫 H28.12.19 保管 282004

256 江田　大介 CORE　DOG 久留米市上津町 江田　大介 犬（９） H29.1.31 販売 281006

257 大野　清実 パクパクワン 久留米市三潴町 大野　清実 犬（２） H29.2.2 販売 281007

258 末安　洋一 高良山荘 久留米市安武町 末安　洋一 犬(9) H29.2.6 販売 281008

259 廣木　千香
Piccoro　pet　care＆Holistic
Life

久留米市上津町 廣木　千香 犬、猫、小動物 H29.3.3 訓練 284001

260 竹尾　和枝 Ｌｉｂｅｒａｌｉｓｍ 久留米市田主丸町秋成 竹尾　和枝 犬、猫 H29.4.12 販売 291001

261 稗田　明 バーパラくるめ 久留米市宮ノ陣町若松 稗田　明 鳥(50) H29.5.1 販売 291002

262 中川　千恵美 キューティーアニマル 久留米市山本町豊田 中川　千恵美
ハリネズミ（７）、フトアゴヒゲトカ
ゲ(15)、ヒョウモントカゲモドキ
(25)

H29.4.12 販売 291003

263 白石　豊治 動物屋　太陽～SUN～ 久留米市南 白石　豊治 サル(10)、ヘビ、ヤモリ(100) H29.5.16 販売 291004

264 秋山　香代 ドッグサロンPetitAnge 久留米市花畑 阿蘇品　里沙 犬(5) H29.6.1 販売 291005

265 秋山　香代 ドッグサロンPetitAnge 久留米市花畑 阿蘇品　里沙 犬(5) H29.6.1 保管 292001

266 阿部　圭秀 Ｋ・ボンバーケネル（2号店） 久留米市山川追分 紫原　正浩 犬(5) H29.5.30 保管 292002

267
有限会社　ワンラブ

代表取締役　小林　励
ワンラブ　ゆめタウン久留米店 久留米市新合川 田中　秀美 犬（５６）、猫（１２） H29.9.6 販売 291006

268
有限会社　ワンラブ

代表取締役　小林　励
ワンラブ　ゆめタウン久留米店 久留米市新合川 田中　秀美 犬（１１）、猫（３） H29.9.6 保管 292003

269 秋山　里那 ペットサロン　ムームー 久留米市国分町 秋山　里那 犬、猫（７） H29.10.3 保管 292004

270 平塚　太一郎
アメリカンラビット専門店
ぴょんぴょんハウス

久留米市上津 平塚　ひとみ うさぎ H29.5.1 保管 292005

271 高野　枝美
dog  beauty design salon ワンコ
de ワンコ

久留米市山川町 高野　枝美 犬、猫（６） H29.10.30 保管 292006
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272 桝田　尚希 ペットサロン　MOMO 久留米市善導寺町与田 桝田　尚希 犬（１0）、猫（4） H29.10.26 保管 292007
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273 緒方　愛子 わんドリーム 久留米市北野町高良 緒方　愛子 犬（６） H29.11.8 販売 291007

274 今村　麻美 Dog Salon Story House 久留米市長門石 今村　麻美 犬（６）、猫（６） H29.12.20 保管 292008

275 岡山　博美 ひろ動物病院 久留米市蛍川町 森　千里
犬(4)、猫(4)、ウサギ、ハムス
ター、小鳥

H30.1.4 保管 292009

276 大川　みつ子 Fluffy wan 久留米市東合川 大川　みつ子 犬（７） H30.3.15 販売 291008

277 近藤　正勝 パラダイス　ミミ 久留米市三潴町西牟田 近藤　正勝 犬（４） H30.8.2 販売 301001

278 戸田　久瑠実 猫専門にゃっトシッター 久留米市北野町金島 戸田　久瑠実 猫 H31.1.17 保管 302001

279 伊規須　直実 ＢＯＮＮＩＥ　ＣＯＣＯ 久留米市荒木町藤田 伊規須　直実 犬（６） H31.1.17 保管 302002

280 松尾　順子 猫カフェ　Nha Con Meo 久留米市諏訪野町 松尾　順子 猫（40) H31.3.12 展示 305001

281 松尾　順子 猫カフェ　Nha Con Meo 久留米市諏訪野町 松尾　順子 猫(12) H31.3.12 保管 302003

282 今村　彩 グリーン　レジデンス 久留米市田主丸町森部 今村　彩 犬（15) 猫(5) R1.6.6 販売 011001

283 今村　彩 グリーン　レジデンス 久留米市田主丸町森部 今村　彩 犬（15) 猫(5) R1.6.6 保管 012001

284
株式会社オリゾン

絹笠　祐冶
いきもの商店くすくす 久留米市東合川 豊澤　勇人 フクロモモンガ、デグー5匹 R1.7.25 販売 011002

285 緒方　秀樹 オペラバード 久留米市荒木町藤田 緒方 秀樹 インコ（１００） R1.7.22 販売 011003

286 川田　亜紀子 Rainbow Cat(虹猫) 久留米市山川追分 川田　亜紀子  犬(2)   猫(2) R1.8.14 販売 011004

287 田中　博輝 水縄の里 久留米市田主丸町森部 田中　博輝 犬(7) R1.8.29 販売 011005

288 福田　彩里 SIRIUS   犬舎 久留米市田主丸町森部 福田　彩里 犬(3)フクロモモンガ(10)チンチラ（6） R1.11.13 販売 011006

289 平井　留美子 bmp 久留米市城島町城島 平井　留美子

ボールパイソン(30)コーンスネー
ク(30)
ヒョウモントカゲモドキ(20)ニシア
フリカトカゲモドキ(20)

R1.12.25 販売 011007

290 松岡　瀬那 WIN・WIN 久留米市山川町 松岡　瀬那 犬・猫 R2.1.22 保管 012002
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291 仁位　紀生 南町にい動物病院 久留米市南 仁位　紀生 犬(6)   猫(6) R2.2.27 保管 012003

292 岩橋　美沙子 いわちゃんふぁ～む 久留米市善導寺 岩橋　美沙子 爬虫類の繁殖、小売、卸業 R2.3.27 販売 011008

293 棚町　哲司 ワンセブクラブ 久留米市津福今町 棚町　哲司 犬（4) R2.4.10 販売 021001

294 棚町　哲司 ワンセブクラブ 久留米市津福今町 棚町　哲司 犬(8) R2.4.10 保管 022001 

- 11 -


