
名　称 所　在　地

1 草場　亮介 ＳＯＲＯＭＯＮ’Ｓ　ＲＩＮＧ 福岡県久留米市大橋町蜷川１２９１ 赤松　利恵
哺乳類（犬を含む）・鳥類・爬虫
類

H18.7.21 販売 4067100001

2 富安　優子 フラワー　アルバム 福岡県久留米市城島町西青木５６７ 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 福岡県久留米市田主丸町田主丸１２３７－１６ 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 福岡県久留米市田主丸町豊城１９１２－１ 池田　幸弘 犬（９） H18.7.18 販売 4067100005

6 高橋　裕子 シルバーデビル 福岡県久留米市野中町１７３－４ 高橋　裕子 犬（８） H18.7.20 販売 4067100006

10 橋本　佳政 橋本ドッグスクール 福岡県久留米市田主丸町殖木８１６－２ 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 福岡県久留米市田主丸町殖木８１６－２ 橋本　佳政 犬（５０） H18.8.4 保管 4067200003

12 廣瀬　一昭 久留米　廣瀬 福岡県久留米市長門石１－３－２９ 廣瀬　一昭 犬（２０） H18.8.30 販売 4067100008

17 田川　秋博 プリンワールドＪＰ 福岡県久留米市三潴町田川１９７６－６ 田川　愛 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 福岡県久留米市大手町２の１８ 中島　満 犬（３） 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 福岡県久留米市大手町２の１８ 中島　満 犬・猫 H18.9.28 保管 4067200005

24 山崎　幹雄 犬の美容室　ワンズパル 福岡県久留米市城島町楢津１３８１－７ 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 福岡県久留米市小頭町９－５　江上ビル１Ｆ 今村　智恵子 犬（１４） H18.10.12 保管 4067200008

28 千代島　誠 城島ドッグ流通センター 福岡県久留米市城島町江上１４０－２ 千代島　春美 犬（４８） H18.10.25 販売 4067100020

29 山下　榮三 ドッグハウス　ジョリー 福岡県久留米市日吉町２８－１０ 山下　榮三 犬（６８） H18.11.6 販売 4067100021

31 古賀　義治 ＳＨＩＮＩＮＧ　ＫＯＧＡ 福岡県久留米市高良内町２７５４－３ 古賀　義治 犬（４） H18.11.14 販売 4067100023

34 横溝　真貴子 ＡＮＧＥＬ　ＰＩＣＯ 福岡県久留米市山川町３１１０－１２ 横溝　真貴子 犬（６） H18.11.13 販売 4067100025

36 瀬戸　恵美香 いぬの床屋さん 福岡県久留米市野中町１３５７　上野ビル１Ｆ 瀬戸　恵美香 犬（７） H18.11.17 保管 4067200012

37 森山　めぐみ ドッグパウ 福岡県久留米市大善寺町宮本３７３－２１ 森山　めぐみ 犬（１）・インコ（２０） H18.12.18 販売 4067100026

38 森山　めぐみ ドッグパウ 福岡県久留米市大善寺町宮本３７３－２１ 森山　めぐみ 犬 H18.12.18 保管 4067200013

39 倉守　豊 クルメクラモリ犬舎 福岡県久留米市荒木町藤田１２７３－２ 中山　耕治 犬（１３） H18.12.4 販売 4067100028

45 田島　浩樹 ドッグハウスタジマ 福岡県久留米市三潴町西牟田６１４４－６ 田島　浩樹 犬（３７） H19.2.26 販売 4067100058

46 江田　正子 プルメリア 福岡県久留米市上津町１３８６－５２ 江田　正子 犬（４０） H18.12.25 販売 4067100035

51 戸嶋　祐子 ドッグギャラリー　グレース 福岡県久留米市御井町２２９６－２ 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 福岡県久留米市東合川２丁目１－５ 野村　友美

ウサギ（５）・モルモット（３）・ハ
リネズミ（２）・ハムスター（２０）・
モモンガ（２）・インコ（１５）・フィ
ンチ（１０）・カメ（１０）・トカゲ
（５）・ヘビ（２）

H19.1.19 販売 4067100041

53 田中　美枝子 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｈｏｕｓｅ 福岡県久留米市田主丸町田主丸１１６０－７ 田中　美枝子 犬（１２） 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 福岡県久留米市荒木町藤田１１１８－６ 関　清美 犬（１２０） 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 福岡県久留米市荒木町藤田１１１８－６ 関　清美 犬 H19.2.6 保管 4067200018

60 執行　由夏 ドッグサロン　カラレ 福岡県久留米市荒木町下荒木１０５０ 執行　由夏 犬（８）・猫 H19.2.16 保管 4067200019

61 常藤　浩司 ボストンファミリー 福岡県久留米市江戸屋敷２丁目８－２３ 常藤　浩司 犬（１２） H19.2.22 販売 4067100056

65 伊藤　園子 ペットサロン　プリティー 福岡県久留米市江戸屋敷１丁目６－１０ 伊藤　園子 犬 H19.2.26 保管 4067200020

72 待鳥　真佐美 Ｄｏｇ’ｓ　Ｈｅａｒｔ　Ａｄｖｉｓｅｒ　まっち 福岡県久留米市東櫛原町９６０ 待鳥　真佐美 犬 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 福岡県久留米市田主丸町船越１１３９－１ 野上　由貴 馬 H19.3.19 展示 4067500004

80 石橋　敏弘 石橋敏弘 福岡県久留米市藤光町２２６ 石橋　敏弘 犬（３９）・猫（１１） H19.3.29 販売 4067100076

81 仁田原　久子 ペットサルーンハニー 福岡県久留米市城島町西青木４９４－９ 仁田原　久子 犬（２） H19.5.1 保管 4067200030

82 江田　守男 クルメドッポソー 福岡県久留米市上津町１３８６－５２ 江田　守男 犬（６） H19.4.4 販売 4067100080

86 丸山　七久 ビューティわん 福岡県久留米市東合川５丁目１－５１ 肥山　文 犬・猫 H19.4.9 保管 4067200028

90 岡　佳枝 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＯＫＡ 福岡県久留米市上津町２２２８－８３４ 岡　佳枝 犬（１０） H19.4.18 訓練 4067400007

91 岡　佳枝 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＯＫＡ 福岡県久留米市上津町２２２８－８３４ 岡　佳枝 犬（１０） H19.5.10 保管 4067200032

96 加月　敏弘 加月乗馬クラブ 福岡県久留米市三潴町福光字山添７２－３ 加月　恵 馬（１２） H19.5.14 展示 4067500005

103 笠野　眞智子 ペットショップＳｕｐｅｒワン
福岡県久留米市東合川２丁目１－５ホームセ
ンターサカモト内

笠野　眞智子 犬（２）・猫（２） H19.5.18 販売 4067100098

104 笠野　眞智子 ペットショップＳｕｐｅｒワン
福岡県久留米市東合川２丁目１－５ホームセ
ンターサカモト内

笠野　眞智子 犬（１０） H19.5.18 保管 4067200035

105 福井　秀治 ハッピーメイト 福岡県久留米市荒木町白口６０５－１ 福井　秀治 犬（４０） H19.5.21 販売 4067100100

108 松本　敏光 柴犬専門店　まつもと 福岡県久留米市諏訪野町１９９０ 松本　敏光 犬（２３） H19.5.21 販売 4067100094

133 阿部　秀子 Ｋ・ボンバーケネル 福岡県久留米市御井旗崎４－４－３２ 阿部　秀子 犬（１５） H19.5.31 販売 4067100110

134 阿部　秀子 Ｋ・ボンバーケネル 福岡県久留米市御井旗崎４－４－３２ 阿部　秀子 犬（１５） H19.5.31 保管 4067200043

136 重冨　秋枝 ＰＩＮＵＰ（ピナップ） 福岡県久留米市東合川町１２２ 重冨　秋枝 犬（２１） H19.5.31 販売 4067100114

141 小林　秀和 ドッグステーションＩ・ＭＡＧＩＣ 福岡県久留米市田主丸町菅原１２７４－２ 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 福岡県久留米市田主丸町菅原１２７４－２ 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 福岡県久留米市田主丸町菅原１２７４－２ 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 福岡県久留米市合川町４７０－７ 松沢　克子 犬（１０） H19.6.8 保管 4067200058

146 空閑　陽子 ペットサロン　ポピィー 福岡県久留米市南４丁目４－２６ 空閑　陽子 犬（６）・猫（１） H19.5.31 保管 4067200055

152 平尾　久美子 ペットサロン 福岡県久留米市三潴町清松５２３－１ 平尾　久美子 犬（６） H19.6.14 保管 4067200061
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事　業　所
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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

福岡県久留米市東櫛原町中央公園内 高山　しのぶ 哺乳類・鳥類・爬虫類 H19.7.26 展示 4067500008

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

福岡県久留米市東櫛原町中央公園内 高山　しのぶ 哺乳類・鳥類・爬虫類 H19.7.26 販売 4067100133

160 池松　浜子 コロネット 福岡県久留米市城島町四郎丸１５２－１ 池松　浩 犬（５０） H19.9.26 販売 4067100135

162 三橋　弘子 わんわん美容室あにぃろーず 福岡県久留米市北野町千代島８２９－２ 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） 福岡県久留米市田主丸町菅原１０４－２ 長渕　隆尋 犬・猫（２） H19.11.29 保管 4067200071

171 中村　睦 ＨＯＬＹ　ＧＨＯＳＴ 福岡県久留米市日ノ出町４－１ 中村　睦 犬（９） H20.3.14 販売 4067100144

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 福岡県久留米市荒木町荒木１３１１番地２９ 野中　耕平 犬（５）・猫（５） H20.4.30 保管 4067200073

178 田中　洋子 ドッグハウス．Ｂ・Ｂ 福岡県久留米市三潴町西牟田６５５７－１２８ 田中　洋子 犬（４０） H20.9.8 販売 4067100152

182 髙田　薫 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｍｏｍｏ　プリンセスモモ 福岡県久留米市上津町２２２８－３１６ 髙田　薫 犬（１５） H21.3.30 販売 4067100158

183 髙田　薫 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｍｏｍｏ　プリンセスモモ 福岡県久留米市上津町２２２８－３１６ 髙田　薫 犬（２） H21.3.30 保管 4067200081

184 木村　彩 ＣＡＮＤＹ　　ＤＯＧ 福岡県久留米市安武町安武本１３１０－３ 木村　彩 犬（４）・猫（１） H21.4.21 保管 212001

187 堺　和貴子
ワンちゃんのヘアーサロン
スマイル

福岡県久留米市田主丸町上原１２４５－１ 堺　和貴子 犬（８）・猫（２） H21.9.2 保管 211003

197 高尾　将治 高尾動物病院 福岡県久留米市山川神代１－１０－３９ 住吉　亜紀 犬（６）・猫（６）・ウサギ（１） H22.9.16 保管 222003

200
有限会社トライアル

 取締役 　熊谷　新次
ペットスタジオ１０１久留米店 福岡県久留米市野中町３１０－１－１Ｆ 楢原　幸平 犬（１０）・猫（３） H23.3.31 保管 222003

205 立石　康成 ペットショップ立石 福岡県久留米市田主丸町野田３５８－２ 立石　康成 インコ・中型インコ H23.6.17 販売 231003

206 富松　智美 Ｆｏｕｒ　Ｃｌｏｖｅｒ　Ｄｏｇ 福岡県久留米市高良内町２３４７－３５４ 富松　智美 犬（１５） H23.7.22 販売 231004

215 渡辺　實 ペットハウスプリン 福岡県久留米市津福本町１５９９－１ 渡辺　多美子 犬・猫 H24.3.5 保管 232006

216 水本　忍 久留米ペットサービス 福岡県久留米市通町１０８－１ 水本　忍 犬２～５頭／日 H24.3.21 保管 232007

220 濵井　一美 メイプルファーム 福岡県久留米市西町１５１－７ 濵井　一美 犬（９） H24.6.21 販売 241002

222 横溝　裕美 ｓｍｉｌｅ　ｔｕｂａｍｅ 福岡県久留米市田主丸町益生田１７３４－１ 横溝　裕美 犬（２２） H24.9.10 販売 241003

225 黒岩　英樹 プードルヶ丘 福岡県久留米市荒木町荒木１９４０番地１２ 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
福岡県久留米市中央町２９－２０　佐藤ビル１
Ｆ

下川　由理子 犬（１４）・猫（２） H25.1.18 保管 242002

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 福岡県久留米市上津二丁目１９－１０ 古賀　美奈子 犬（２０）・猫（１） H25.12.1 保管 252001

235 古賀　哲也 古賀 福岡県久留米市諏訪野町２３７８－１０ 古賀　哲也 犬（４） H25.12.3 販売 251004

236 今村　喜美子 ニコニコドック 福岡県久留米市東櫛原町２８７４－３ 今村　喜美子 犬（７） H26.2.28 販売 251005

237 合同会社ＳＯＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ
代表社員　堤　かおり

ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＯＮＥ　ＣＨＩＬＤ 福岡県久留米市西町９３０　花畑ビル１階 堤　かおり 犬（１４） H26.11.7 保管 262001

238 吉田　眞理子 犬のしつけ教室　ひまわり 福岡県久留米市諏訪野町２７３７－２ 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 福岡県久留米市諏訪野町２７３７－２ 吉田　眞理子 犬 H27.4.6 訓練 274001

240 伊規須　直実 ＢＯＮＮＩＥ　ＣＯＣＯ 福岡県久留米市荒木町藤田１１２７－１ 伊規須　直実 犬（１６） H27.5.19 販売 271001

242 工藤　順 Ｋ．ＴＯＰ．ＢＵＤＤＹ 福岡県久留米市御井町２０４２－１ 工藤　順 犬（７） H27.10.5 販売 271002

243 廣木　千香 Ｐｉｃｃｏｒｏ　ｐｅｔ　ｃａｒｅ＆Ｈｏｌｉｓｔｉｃ　Ｌｉｆｅ 福岡県久留米市上津町１８８８－８ 廣木　千香 犬 H27.12.9 保管 272002

244 酒井　博司 さかい動物病院 福岡県久留米市東合川３－２－４０ 酒井　真奈美 犬・猫 H28.1.22 保管 272003

245 野下　秀樹 猫カフェ　ねこる 福岡県久留米市城島町江上上５６０ 野下　秀樹 猫（１０） H28.3.25 展示 275001

247 和田　泰行 ＰＥＴ’ｓ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ
福岡県久留米市東櫛原町１４６０－１６池尻ビ
ル１Ｆ

和田　泰行 犬・猫 H28.4.27 保管 282001

251 竹田　久枝 Ｄｏｇ　　Ｓａｌｏｎ　　＆　Ｈｏｔｅｌ　　　　　ＶＩＶＩ 福岡県久留米市津福本町２２３３－６ 竹田　久枝 犬 H28.9.5 保管 282003

254 塩崎　清貴 アンデスファーム 福岡県久留米市三潴町玉満１６７３－２ 馬場　直人
犬（４）・ロバ（３）・ラマ（３）・ヤギ
（２）・ミニブタ（２）・ウサギ・モル
モット・セキセイインコ（５０）

H28.11.8 販売 281005

256 江田　大介 ＣＯＲＥ　ＤＯＧ 福岡県久留米市上津町１３８６－５３ 江田　大介 犬（２０） H29.1.31 販売 281006

260 竹尾　和枝 Ｌｉｂｅｒａｌｉｓｍ 福岡県久留米市田主丸町秋成１２４２－１ 竹尾　和枝 犬（４５） H29.4.12 販売 291001

261 稗田　明 バーパラくるめ 福岡県久留米市宮ノ陣町若松２２６５ 稗田　明 鳥（５０） H29.5.1 販売 291002

263 白石　豊治 ｉｍｍａｔｕｒｅＢＰｂｒｅｅｄｅｒ　Ｌｏｏｎｙ 福岡県久留米市南４－２３－２２ 白石　豊治 ヘビ（１００） H29.5.16 販売 291004

265 秋山　香代 ドッグサロンＰｅｔｉｔＡｎｇｅ 福岡県久留米市花畑２－７－３ 阿蘇品　里沙 犬（６） H29.6.1 保管 292001

266 阿部　圭秀 Ｋ・ボンバーケネル　２号店 福岡県久留米市山川追分１－３－１１ 紫原　正浩 犬（１０） 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 福岡県久留米市新合川１－２－１ 田中　秀美 犬（２０）・猫（７） H29.9.6 販売 291006

269 真内　里那 ペットサロン　ムームー 福岡県久留米市国分町７６４－４ 真内　里那 犬（８）・猫（２） H29.10.3 保管 292004

272 桝田　尚希 ペットサロン　ＭＯＭＯ 福岡県久留米市善導寺町与田１５５－１ 桝田　尚希 犬（６）・猫（２） H29.10.26 保管 292007

273 緒方　愛子 わんドリーム 福岡県久留米市北野町高良３１３－５ 緒方　愛子 犬（６） H29.11.8 販売 291007

274 今村　麻美 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｓｔｏｒｙ　Ｈｏｕｓｅ 福岡県久留米市長門石２丁目９－４７ 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 福岡県久留米市蛍川町４－５ 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 福岡県久留米市東合川８－５－２３ 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 福岡県久留米市三潴町西牟田１６７６－１７ 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 福岡県久留米市北野町金島２０１３－２２ 戸田　久瑠実 猫 H31.1.17 保管 302001

279 伊規須　直実 ＢＯＮＮＩＥ　ＣＯＣＯ 福岡県久留米市荒木町藤田１１２７－１ 伊規須　直実 犬（１６） H31.1.17 保管 302002

280 松尾　順子 猫カフェ　Ｎｈａ　Ｃｏｎ　Ｍｅｏ 福岡県久留米市諏訪野町２５７０－９ 松尾　順子 猫（４０） H31.3.12 展示 305001

281 松尾　順子 猫カフェ　Ｎｈａ　Ｃｏｎ　Ｍｅｏ 福岡県久留米市諏訪野町２５７０－９ 松尾　順子 猫（１２） H31.3.12 保管 302003
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282 今村　彩 グリーン　レジデンス 福岡県久留米市田主丸町森部６６６－１ 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 福岡県久留米市田主丸町森部６６６－１ 今村　彩 犬（１５）　猫（５） R1.6.6 保管 012001

284
株式会社オリゾン

代表取締役　絹笠　祐冶
いきもの商店くすくす

福岡県久留米市東合川４丁目９－３０　住友
ビル１階

豊澤　勇人 フクロモモンガ（３）・デグー（５） R1.7.25 販売 011002

285 緒方　秀樹 オペラバード 福岡県久留米市荒木町藤田１２３７－５ 緒方 秀樹 インコ（１００） R1.7.22 販売 011003

286 川田　亜紀子 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｃａｔ（虹猫） 福岡県久留米市山川追分２丁目３－３６ 川田　亜紀子 犬（２）・猫（２） R1.8.14 販売 011004

288 福田　彩里 ＳＩＲＩＵＳ　犬舎 福岡県久留米市田主丸町森部７８９－１ 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 福岡県久留米市城島町城島５１０－２１ 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 福岡県久留米市山川１０４７－１ 松岡　瀬那 犬・猫 R2.1.22 保管 012002

291 仁位　紀生 南町にい動物病院 福岡県久留米市南１－２４－１０ 仁位　紀生 犬（８）・猫（８） R2.2.27 保管 012003

292 岩橋　美沙子 いわちゃんふぁ～む 福岡県久留米市善導寺町与田１０１－１１ 岩橋　美沙子 ヤモリ（２７）・トカゲ（２） H29.5.1 販売 011008

293 棚町　哲司 ワンセブクラブ 福岡県久留米市津福今町１８１－５ 棚町　哲司 犬（４） R2.4.10 販売 021001

294 棚町　哲司 ワンセブクラブ 福岡県久留米市津福今町１８１－５ 棚町　哲司 犬（８） R2.4.10 保管 022001 

295 野下　秀樹 ねこる 福岡県久留米市城島町江上上５６０ 野下　秀樹 猫（１０） R2.5.1 貸出 023001

296 田中　玲 トリプルＲ 福岡県久留米市北野町塚島２７５－１２ 田中　玲 犬（２） R2.5.21 販売 021002

297 草場　守克 久留米草場荘 福岡県久留米市宮ノ陣町大社８０９－１ 草場　守克 犬（７） R2.5.21 販売 021003

298 伊規須　昭伸 ＢＵＬＬ　　　ＳＴＡＲ 福岡県久留米市荒木町藤田１２３４－６ 伊規須　昭伸 犬（８） R2.5.22 販売 021004

299 伊規須　昭伸 ＢＵＬＬ　　　ＳＴＡＲ 福岡県久留米市荒木町藤田１２３４－６ 伊規須　昭伸 犬（８） H27.5.22 保管 022002

300 田中　沙織 ペットハウス　Ｐｕｉｎｙ 福岡県久留米市荒木町荒木１３１３－８９ 田中　沙織 犬（２）猫（１） H27.9.14 販売 021005

301 田中　沙織 ペットハウス　Ｐｕｉｎｙ 福岡県久留米市荒木町荒木１３１３－８９ 田中　沙織 犬（１） H27.9.14 保管 022003

302 株式会社Ｄｅｅｋ
代表取締役　杉上直之

Ｄ３（ディースリー） 福岡県久留米市田主丸町野田６７９－１ 塚本　和彦 犬（１０）・猫（５） R2.12.17 販売 021006

303 森　廣治 もり犬猫病院 福岡県久留米市善導寺町与田１２５－３ 森　廣治 犬（３）・猫（３） R1.2.19 保管 022004

304 倉富　沙也 ドッグサロンフェリーチェ 福岡県久留米市田主丸町田主丸９９３－２ 手柴　真紀 犬（１１） R1.3.30 保管 022005

305
株式会社ブロニア

代表取締役　川越　富子
わんにゃん販売会ｉｎ　久留米市 福岡県久留米市東合川５丁目８－５ 福原　幸人 子犬（１１０）・子猫（３０） R1.4.1 販売 031001

306 野下　秀樹 猫カフェ　ねこる 福岡県久留米市城島町江上上５６０ 野下　秀樹 猫（１０） R1.4.13 販売 031002

307 野下　秀樹 猫カフェ　ねこる 福岡県久留米市城島町江上上５６０ 野下　秀樹 猫（２） R1.4.13 保管 032001 

308 平塚　太一郎 ＰＲＯ　ＰＥＴ　ＳＨＯＰ　ｐｙｏｎ　ｐｙｏｎ　ｈｏｕｓｅ 福岡県久留米市上津町２丁目１３－５２ 平塚　ひとみ うさぎ（７０）・チンチラ（１０）・ハ
ムスター（１５）

R1.4.20 販売 031003

309 平塚　太一郎 ＰＲＯ　ＰＥＴ　ＳＨＯＰ　ｐｙｏｎ　ｐｙｏｎ　ｈｏｕｓｅ 福岡県久留米市上津町２丁目１３－５２ 平塚　ひとみ うさぎ（７０）・チンチラ（１０）・ハ
ムスター（１５）

R1.4.20 保管 032002 

310 中川　千恵美 キューティーアニマル
福岡県久留米市山川野口町１６－３１
大島ハイツ２－１０２

中川　千恵美

フトアゴヒゲトカゲ（３）・ヒョウモ
ントカゲモドキ（１７）・クレステッ
ドゲッコー（５）・モニター（１）・ス
キンク（１）・カメ類（２０）・イグア
ナ（１）

R3.4.30 販売 031004

311 高尾　沙樹 Ｌｉｌｙ　Ｈｏｕｓｅ 福岡県久留米市田主丸町田主丸２１３ 高尾　沙樹 犬（１２） R3.5.31 販売 031005

312 森　薫 どっぐぱーる 福岡県久留米市津福本町１７１０－２４ 森　薫 犬（５） R3.5.31 販売 031006

313 森　薫 どっぐぱーる 福岡県久留米市津福本町１７１０－２４ 森　薫 犬（５） R3.5.31 保管 032003 

314 川島　伸祐 Ｓ×Ｐ　ＢＵＬＬＹ　ＫＥＮＮＥＬ 福岡県久留米市三潴町田川１４２６－２１ 川島　伸祐 犬（１０） R3.6.25 販売 031007

315 松延　慎也 Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 福岡県久留米市天神町４４ 松延　慎也 犬（３） R3.6.25 保管 032004 

316 株式会社Ｄｅｅｋ
代表取締役　杉上　直之

ＷａＮ　Ｄｅｅｋ 福岡県久留米市田主丸町田主丸４６５－３ 杉上　直之 犬（１５）・猫（１） R3.10.30 販売 031008

317 久賀　由貴子 ｔｒｉｍ　ｓａｌｏｎ 福岡県久留米市本町１７－２　江崎ビル１Ｆ 久賀　由貴子 犬（３） R3.11.6 保管 032005

318 井上　知可子 ドッグトレーニングスクールＡＩＤ 福岡県久留米市上津町１３２０－１９０ 井上　知可子 犬（７） R3.12.1 訓練 034001

319 井上　知可子 ドッグトレーニングスクールＡＩＤ 福岡県久留米市上津町１３２０－１９０ 井上　知可子 犬（７） R3.12.1 保管 032006

320 豊福　由起子 ドッグサロン未来 福岡県久留米市田主丸町田主丸１１６１－２ 豊福　由起子・豊福　萌実 犬（４０） R3.12.8 販売 031009

321 豊福　由起子 ドッグサロン未来 福岡県久留米市田主丸町田主丸１１６１－２ 豊福　由起子・豊福　萌実 犬（４０） R3.12.8 保管 032007

322 大野　ひろ子 ギオン犬舎 福岡県久留米市三潴町西牟田４４２８－１２ 大野　ひろ子 犬（１０） R4.2.1 販売 031010

323 川津　由衣 Ｏｈａｎａ　ｋｅｎｎｅｌ 福岡県久留米市西町８６０天本スカイハイツ５０６ 川津　由衣 犬（７） R4.5.20 販売 041001

324 末吉　悠香 ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 福岡県久留米市三潴町玉満４３９６－１０ 末吉　悠香 犬（１５） R4.6.1 販売 041002

325 株式会社プレシャスプラス
代表取締役　高野　枝美

ワンコ　ｄｅ　ワンコ 福岡県久留米市山川町１６２３－１ 高野　枝美 犬（１８）・猫（１） R4.8.1 保管 042001

326 株式会社Ｄｅｅｋ
代表取締役　杉上　直之

ＷａＮ　Ｄｅｅｋ 福岡県久留米市田主丸町田主丸４６５－３ 杉上　直之 犬 R4.8.1 保管 042002

327 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久留米店 福岡県久留米市東櫛原町３６ 今村　早紀 犬（２５）・猫（４） R4.7.29 販売 041003

328 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久留米店 福岡県久留米市東櫛原町３６ 今村　早紀 犬（１４）・猫（９） R4.7.29 保管 042003

329 あいらぶコーポレーション株式会社
代表取締役　宿利　幸子

あいらぶぺっと　ワンラブゆめタウン久留米店 福岡県久留米市新合川１－２－１ 今村　未来 犬（１４）・猫（１） R4.9.6 保管 042004
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