
（販売）

名　称 所　在　地

1 前原　知之進
チワワ専門犬舎
ビューティフル・ベガ

玉名郡南関町豊永5414 前原　知之進 犬(130) H28.6.9 有保H28販第1号

2
有限会社 菊水さくら
          福祉ファーム
代表取締役　渡邉　愛

菊水福祉ファーム 玉名市繁根木215-1 渡邉　利一 犬(21) H28.7.18 有保H28販第4号

3 竹本　敦子 ビンテージハウス 玉名郡南関町四ｯ原1606-1
竹本　敦子
木下　由美

犬(100) H28.7.7 有保H28販第3号

4 野田　千絵
ドッグサロンワンオーワン（１０
１）

玉名市築地1093-2 野田　千絵 犬(90) Ｈ28.10.3 有保H28販第6号

5 松山　貞巳 松山ペット 荒尾市上井手下上松坂 松山　貞巳 犬(150) H.28.12.9 有保H28販第7号

6 江﨑　英利 ドッグハウス江﨑 玉名郡南関町長山1251-1
江﨑　英利
椛島　輝喜
椛島　直樹

犬(150) H.28.12.26 有保H28販第8号

7 松尾　英秋 ワン！ワン！犬屋 荒尾市府本小岱1762-291 松尾　由美子 犬(100) Ｈ29.1.16 有保H28販第10号

8 竹崎　運平 ペットショップ ばんぶー 玉名郡玉東町稲佐192-4 竹崎　洋子 犬(8) H29.2.1 有保H28販第13号

9 池田　誠子 愛ランド 玉名市天水町小天6620 池田　誠子 犬(70) H29.2.1 有保H28販第11号

10 寺田　賢也 犬鳩舎　けんきゅうしゃ 玉名市六田30-3 寺田　賢也 犬(19)､鳩(100) H29.2.14 有保H28販第14号

11 清田　利也 シティーモールジェイピー 荒尾市川登井川口2111 清田　利也 犬(6) Ｈ29.3.1 有保H28販第17号

12 前原　ゆかり ファーストベリー 荒尾市上平山718 前原　ゆかり 犬(30) Ｈ29.1.6 有保H28販第9号

13 林田　祐一 プロスパードッグハウス 荒尾市平山2263-22
林田　祐一
林田　昭代

犬(25) Ｈ29.3.16 有保H28販第19号

14 河野　照恵 カワノドッグハウス 荒尾市樺857-1 河野　照恵 犬(65) Ｈ29.2.20 有保H28販第15号

動物取扱責任者
の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録（更新）
年月日

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿　　（有明保健所管内）
令和3年（2021年）3月31日現在

No.
氏名

（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事　業　所



15 田嶋　綾 Ｄｏｇ Ｗｏｒｌｄ ＣＨＯＰＩ 玉名郡和水町板楠3203-1 田嶋　綾 犬(44)､鳥(5) Ｈ29.3.17 有保H28販第20号

16 田口　一温 コピーライト 玉名郡南関町小原1468 田口　照代 犬(25) H29.5.10 有保H29販第1号

17 早野　由樹子 pluto（プルート） 玉名市岱明町下前原600-2 早野　由樹子 犬(50) H29.5.15 有保H29販第2号

18 荒木　昭典 ドックファミリーアラキ 玉名郡長洲町宮野2088-49 荒木　昭典 犬(50) H29.5.23 有保H29販第4号

19 小﨑　敬司 ベリーハウス 玉名市小島1022-11 小﨑　敬司 犬(20) H29.5.23 有保H29販第3号

20 前田　清文 玉名ドッグスクール 玉名市築地1396-44
前田　清文
前田　洋子

犬(30) H29.5.26 有保H29販第5号

21 角　静子 角　小鳥店 荒尾市万田211-3 角　静子
インコ(20)､十姉妹(10)､
文鳥(10)

H29.6.1 有保H29販第8号

22 一瀬　雄大 アグリ一瀬 玉名市川部田447 一瀬　雄大 犬(15) H30.8.13 有保H30販第2号

23 早川　カズヨ BAILA 玉名郡南関町四ﾂ原179 早川　カズヨ 犬(45) R1.6.8 有保R1販第1号

24 本島　軍勝 本島 玉名市横島町横島6258 本島　軍勝 犬(25) R1.9.26 有保H26販第3号

25 小山　和枝 Ａ．Ｋ．ＣＨＡＲＭＥ 玉名郡南関町小原2260
小山　和枝
小谷　正太

犬(70) H28.11.16 有保H28販第12号

26 谷口　香織 dog lien（ドッグ・リアン） 玉名市天水町野部田930 谷口　香織 犬(10) H29.8.10 有保H29販第9号

27 清水　麻実 Co-Lab 玉名市北牟田488-18 清水　麻実 犬(5) H30.10.2 有保H30販第3号

28 吉村　智美 Ｃｏｍｆｏｒｔ（コンフォート） 荒尾市府本399 吉村　智美 犬(6) R2.4.21 有保R2販第１号

29 松田　瑞輝 荒尾松田荘 荒尾市平山2131-16 松田　瑞輝 犬(11) R2.5.26 有保R2販第4号

30 大石　英夫 ＬＩＴＴＬＥ　ＭＯＮＳＴＥＲ 玉名郡南関町久重1727 大石　英夫 犬(60) H.28.6.9 有保H28販第2号

31 中尾　晋作 彩トリドリ 玉名郡玉東町白木1115-1 中尾　晋作
インコ(10)､ジュウシマ
ツ(50)、ヒノマルチョウ
(10)

H.28.8.17 有保H28販第5号

32 坂口　武範 ＪＰＬＡ熊本店 玉名市中1258の6 坂口　武範 犬(38) H29.5.30 有保H29販第6号

33 北川　光子 カレンＫ 玉名市岱明町上639 北川　光子 犬(16) H29.6.15 有保H29販第7号



34
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
カリーノ玉名店

玉名市亀甲前田110番地 辺土名　萌花 犬(33)､猫(6) H29.10.2 有保H29販第10号

35 木下　髙志 ワンワンパラダイス木下 玉名市岱明町西照寺260-4 木下　髙志 犬(11) H30.6.25 有保H30販第1号

36 上野　妙 Dog　Salon　Rise 玉名郡長洲町宮野1799 上野　妙 犬(10) R2.3.31 有保R1販第3号

37 前崎　敏子 レイナーズ　パピー 玉名市岱明町鍋57-2 前崎　敏子 犬(20) R2.5.15 有保R2販第2号

38 森　大作 Unbalance 玉名市横島町横島3167-2 森　大作
ヒョウモントカゲモドキ
（10）、ヘビ（5）

R2.5.26 有保R2販第3号

39 壇　順司 J2 works 荒尾市原万田822-1 壇　順司 ニホンイシガメ（20） R2.8.25 有保R2販第5号

40 久場　良悟 良福観賞魚 玉名郡長洲町梅田589 久場　良悟 カメ（10） R3.2.15 有保R2販第6号

（保管）

名　称 所　在　地

1
有限会社　ムーン企画
代表取締役
　　　　　　月岡純一

月岡動物病院 荒尾市荒尾2058-1 奥村　貴美代 犬､猫  (26) H28.9.15  有保H28保第8号

2 野田　千絵
ドッグサロンワンオーワン（１０
１）

玉名市築地1093-2 野田　千絵 犬(90) Ｈ28.10.3 有保H28保第9号

3 隈元　友子 犬のカット　１８番館 玉名市六田18-8 隈元　友子 犬(10～15) H28.11.1  有保H28保第11号

4 竹崎　運平 ペットショップ ばんぶー 玉名郡玉東町稲佐192-4 竹崎　洋子 犬(8) H29.2.1 有保H28保第16号

5 田嶋　綾 Ｄｏｇ Ｗｏｒｌｄ ＣＨＯＰＩ 玉名郡和水町板楠3203-1 田嶋　綾 犬(44)、鳥(5) H29.3.17 有保H28保第17号

6
有限会社 コーセイ
代表取締役　原　幸生

ペットサロン　Dear　リヴ 玉名郡和水町竃門1872番地の1 原　知代 犬(9) H29.3.24  有保H28保第18号

7 早野　由樹子 pluto（プルート） 玉名市岱明町下前原600-2 早野　由樹子 犬(10) H28.12.15 有保H28保第12号

8 矢野　由喜 ドックラヴァーズ 荒尾市増永2749-4 矢野　由喜 犬(5) H29.5.17  有保H29保第1号

No.
氏名

（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事　業　所
動物取扱責任者

の氏名
主として取扱う

動物の種類及び数
登録（更新）

年月日
登録番号



9 前田　清文 玉名ドッグスクール 玉名市築地1396-44
前田　清文
前田　洋子

犬(30) H29.5.26  有保H29保第2号

10 泉　美紀
ペット美容室
わんわんスヌーピー

荒尾市牛水1734 泉　美紀 犬､猫  (6) H29.5.30  有保H29保第5号

11 和田　正美
ドッグサロン＆ホテル
すぷりまみ

荒尾市大島1185-3 和田　正美 犬(10) H29.5.26  有保H29保第3号

12 森　信一 森　動物病院 荒尾市原万田728 力武　あさき
犬､猫、うさぎ(25)
インコ､文鳥

H29.5.26  有保H29保第4号

13 松井　香 ドッグボイス 玉名郡長洲町長洲2133-1 松井　香 犬(6) H29.6.7  有保H29保第7号

14 福島　まち子 ハローパピー 玉名市六田26-1 福島　まち子 犬(3) H30.6.2  有保H30保第1号

15 柿野　京美 美犬屋 荒尾市桜山町3丁目11-20 柿野　京美 犬(4)､猫(1) R3.1.25  有保R2保第3号

16 谷口　香織 dog lien（ドッグ・リアン） 玉名市天水町野部田930 谷口　香織 犬(10) H29.8.10 有保H29保第8号

17 村上　千波 ドッグサロン スキップ 玉名市横島町横島1485 村上　千波 犬､猫 (5) H29.10.26  有保H29保第10号

18 清水　麻実 Co-Lab 玉名市北牟田488-18 清水　麻実 犬(10) H25.9.26  有保H30保第3号

19 馬場　晶子 Dog salon chel＊sea 荒尾市宮内729番地2 馬場　晶子 犬､猫(6) R2.4.30  有保R2保第2号

20 森田　芙美子 guri guri dog grooming 荒尾市荒尾2443-6
 1階東号室 森田　芙美子 犬(4)､猫(4) H28.6.7  有保H28保第3号

21 久保　彩香 ペットサロン　Kama　ｌｅｉ 玉名郡長洲町清源寺2271-1 久保　彩香 犬､猫(合計4) H28.6.14  有保H28保第4号

22 江上　夕紀 ドッグサロン　フィール 玉名市亀甲63 江上　夕紀 犬(5) H28.8.29  有保H28保第7号

23 正海　由美 犬のとこやさん 玉名市中尾10 正海　由美 犬(4) H28.10.6  有保H28保第10号

24 荒木　友子 Ｗａｎ　♡(ハート)　ｌｏｖｅ 荒尾市川登1867番地9 荒木　友子 犬(5) H28.11.22  有保H28保第14号

25 犬童　美香 犬Ｄｏ 玉名郡南関町上坂下3463-2 犬童　美香 犬(6) H29.1.25  有保H28保第15号

26 福島　まち子 ペット　ハウス　チャオ 玉名市横島町大字横島3134 恩田　まゆみ 犬(6) H29.6.2 有保H29保第6号

27
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
カリーノ玉名店

玉名市亀甲前田110番地 辺土名　萌花 犬(7)､猫(2) Ｈ29.10.2 有保H29保第9号



28
合同会社
吉田動物病院
代表社員　　吉田　剛

吉田動物病院 玉名市高瀬357-7 吉田　剛 犬､猫(10) H30.2.9 有保H29保第12号

29 瀬ノ田　亜矢子
DOG　SALON
ぼくのいえ

荒尾市下井手766-2 瀬ノ田　亜矢子 犬､猫(2) H30.9.25 有保H30保第2号

30 上野　妙 Dog　Salon　Rise 玉名郡長洲町宮野1799 上野　妙 犬(10) R2.3.31 有保R1保第2号

31 佐藤　允彦 トリミングサロン CIEL DOG 玉名郡南関町豊永3176-7
佐藤　允彦
髙口　義美

犬（4）、猫（4） R2.4.27 有保R2保第1号

（訓練）

名　称 所　在　地

1 前田　清文 玉名ドッグスクール 玉名市築地1396-44
前田　清文
前田　洋子

犬 Ｈ29.5.26 有保H29訓第1号

（展示）

名　称 所　在　地

1

グリーンランド
　　　開発株式会社
代表取締役
　　　　　田中　宏昌

グリーンランド
ワンちゃんとゆかいな動物広
場

荒尾市下井手1616-1 日野　可菜
犬(11)、ヤギ(10)、羊
(1)、ミニブタ(1)、アイガ
モ(7)、フラミンゴ(1)等

H.30.10.2 有保H30展第1号

2
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
カリーノ玉名店

玉名市亀甲前田110番地 辺土名　萌花 猫（10） H29.11.10 有保H29展第1号

登録番号

登録番号No.
氏名

（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事　業　所
動物取扱責任者

の氏名
主として取扱う

動物の種類及び数
登録（更新）

年月日

No.
氏名

（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

事　業　所
動物取扱責任者

の氏名
主として取扱う

動物の種類及び数
登録（更新）

年月日


