
（販売）

名  称 所在地

1 宇野　徹昭 宇野警察犬・愛犬訓練所 菊陽町曲手上部田659-2 宇野　徹昭 犬(40) H28.6.9 菊保H28販第1号

2 高口　昌史 DOG&DOG 菊池市下河原2735 高口　昌史 犬(30) H28.6.28 菊保H28販第3号

3 米村　昭徳 花房ペットセンター 菊池市出田2317-8 米村　美恵子 犬(30) H28.6.28 菊保H28販第2号

4 岩下　博美 ヤゴリバー 大津町矢護川2600-7 岩下　実里 犬(20) H28.12.1 菊保H28販第13号

5 岡本　道治 K・Ｆブラックストーン 合志市上庄2682 岡本　道治 犬(20) H29.1.15 菊保H28販第12号

6 坂本　京子 ドッグハウス　R&M 大津町引水963 坂本　京子 犬(20) H29.1.29 菊保H28販第15号

7 田吉　龍郎 MOLU 大津町室2132-4
田吉　龍郎

田吉　久美子
犬(40) H29.3.2 菊保H28販第16号

8 田中　孝典 VALMONTケンネル 菊池市旭志尾足948-1 田中　孝典 犬(20) H29.4.14 菊保H29販第1号

9 渡辺　誠徳 うさぎの里 菊池市泗水町大字住吉3019-2 渡辺　誠徳 うさぎ(300) H29.4.16 菊保H29販第2号

10 （有）フリーペット （有）フリーペット 菊池市出田2317-8 米村　昭徳 犬(50) H29.6.5 菊保H29販第8号

11 中島　昭彦 TBN 菊池市七城町新古閑518 中島　昭彦
クモノスリクガメ(4)､イ
ンドホシガメ(2)

H29.5.31 菊保H29販第4号

12 井上　泉 ペットらんど大津 大津町大津1303-1 井上　泉 犬(5～10) H29.6.8 菊保H29販第10号

13
(株)コーワペッツコーポ
レーション

ペッツランドヒロセ大津店 大津町大字室字東迫尻683-1 川口　茜

犬､うさぎ､フェレット､ハ
ムスター､インコ､文鳥､
十姉妹､ニワトリ､亀､ト
カゲ

H30.4.18 菊保H29販第19号

14 上野　秀行 サリー＆ハッピー 菊池市旭志伊坂東大笹655-1
上野　秀行

上野　香津子
犬(40) H28.8.22 菊保H28販第5号

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

No.
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15 中西　國光 熊本ドッグファーム 合志市福原2768-2 中西　國光 犬(子犬) H28.12.15 菊保H28販第9号

16 宮原　妃道 うさぎ専門店　なごみ 合志市豊岡2030-82 宮原　妃道 うさぎ(80) H29.3.23 菊保H28販第17号

17 渡邉　直美 Hana house 合志市福原2591 渡邉　直美 犬(2～10) H29.5.31 菊保H29販第5号

18 坂本　秀樹 坂本トニアシュタール 大津町引水896-1 坂本　秀樹 馬 H29.10.17 菊保H29販第15号

19 大塚　維國 合志野の風荘 合志市幾久富1067-1
大塚　維國
大塚　尚美
大塚　翔五

犬(10) H29.10.18 菊保H29販第14号

20 木庭　敬勝 熊本県立菊池農業高等学校 菊池市泗水町吉富250 小野　恭弘 犬(12) H29.11.14 菊保H29販第16号

21
(株)コーワペッツコーポ
レーション

ペッツランドヒロセ菊陽店 菊陽町津久礼2655番地1 小井　出桂子 犬(25)、猫(5)他 H30.11.15 菊保H30販第5号

22 藤岡　美鈴 リトルデビル・チワワ 合志市御代志1665-173 藤岡　美鈴 犬(10)、猫(4) H30.10.1 菊保H30販第3号

23 村上　範之 グルーミングサロン　ドレミ 菊池郡大津町大林1421 村上　範之 犬(10) H28.10.21 菊保H28販第7号

24
合同会社　オーシャン
フライカンパニー　代
表社員　川添　公裕

放課後等デイサービス　リトル
ポニークラブ

合志市福原東園514 堂上　真緒 馬(2) H28.11.17 菊保H28販第11号

25 大谷　俊行 ＫＹＵＳＹＵ　ＯＴＡＮＩ 合志市野々島1021 大谷　俊行 犬(6) H29.6.1 菊保H29販第6号

26 二子石　卓也 二子石荘 合志市豊岡2031-95 二子石　卓也 犬(親2､子5) H29.7.7 菊保H29販第11号

27 野口　幸生 市の城荘 菊池市亘800-2 野口　幸生 柴犬(20) H29.7.5 菊保H29販第12号

28 松村　幸二 ＲＡＲＡ ＆ ＭＩＯ 菊池市旭志伊坂東大笹655
松村　莉沙
松村幸二

犬(15) H29.8.16 菊保H29販第13号

29 佐藤　和徳 Angel's Wing 菊池市袈裟尾９７４－２
佐藤　和徳
西村　由美

犬(8) H29.12.12 菊保H29販第17号

30 園田　進一郎 園田牧場 合志市野々島4914 園田　進一郎 犬(5) H30.7.6 菊保H30販第2号

31 有働　伸也 有働伸也 菊池市雪野65 有働　伸也 インコ(12) H30.11.1 菊保H30販第6号

32
有限会社　ワンラブ
代表取締役　小林　励

ワンラブ　ザ・ファクトリーニシ
ムタ合志店

合志市竹迫2285 中村　晃平 犬(50)､猫(16) H31.4.26 菊保H31販第1号



33
株式会社ニシムタ
代表取締役社長
西牟田敏明

ザ・ファクトリー　ニシムタ合志
店

合志市竹迫2285 熊谷　俊一

うさぎ(10)､ハムスター
(20)､フクロモモンガ
(2)､シマリス(2)､ハリネ
ズミ(2)､セキセイインコ
(10)､文鳥(8)､ヒョウモ
ントカゲモドキ(4)､フト
アゴヒゲトカゲ(2)､コー
ンスネーク(2)

H31.4.26 菊保H31販第2号

34 古市　健二 熊本しぐれ 合志市豊岡245
古市　健二
古市　智博

犬(40) R1.6.4 菊保R1販第1号

35 松永　美香 PETIT　ANGE 合志市豊岡502-1 松永　美香 猫(6) R1.6.4 菊保R1販第2号

36
有限会社　ワンラブ
代表取締役　小林　励

ワンラブ　ゆめタウン光の森 菊池郡菊陽町光の森7丁目33-1 古山　空

犬(40)､猫(56)､ドワーフ
ハムスター(45)､ゴール
デンハムスター(45)､ハ
リネズミ(10)､ウサギ
(10)､デグー(10)､フェ
レット(3)､モルモット
(10)､フクロモモンガ
(6)､セキセイインコ
(10)､オカメインコ(10)､
ボタンインコ(10)､ボタ
ンインコ(10)､コザクラ
インコ(5)､フィンチ(20)､
フトアゴヒゲトカゲ(30)､
ヒョウモントカゲモドキ
(25)､クレステッドゲッコ
ウ(25)､ボールパイソン
(15)､コーンスネーク
(15)､リクガメ(15)

R1.6.20 菊保R1販第3号

37 木下　和人 九州木下荘 合志市野々島3186-2 木下　和人 犬(10) R1.7.8 菊保R1販第4号

38 岡　かおり プードル専門店 おか 菊池郡大津町杉水861-8 岡　かおり 犬(5) R1.10.18 菊保R1販第5号

39 冨田　窓花 肥後疾風荘 合志市幾久富1061 冨田　窓花 犬(40) R1.11.12 菊保R1販第6号

40 渡辺　昌也 フレンズパピーＪＰ 菊池市泗水町永2619-3 渡辺　昌也 犬(100) R2.1.14 菊保R1販第7号

41 森田　誠司
アクアショップ　ザ・ディープ
金魚屋　誠

合志市幾久富1758-98 森田　誠司 爬虫類 R2.3.19 菊保R1販第8号

42 坂田　尚 BAO/BAB 菊池郡菊陽町久保田202-2 坂田　尚
インドホシガメ(2)､ヒョ
ウモントカゲモドキ(2)

R2.3.27 菊保R1販第10号



43 木原　哲也
木原ファミリィー（kihara
Family）

菊池市原2270-47 木原　大成 犬(150) R2.5.20 菊保R2販第1号

44 森野　恭平 スリザリン 菊池郡菊陽町津久礼2224-2 森野　恭平
ヒョウモントカゲモドキ
(5)

R2.5.25 菊保R2販第2号

45 岡本　貴志 Via Padova　５５ 合志市上庄2681 岡本　貴志 犬(6) R2.5.27 菊保R2販第3号

46 笠原　薫 and pet. 菊池郡菊陽町津久礼3737-51 笠原　薫 猫(25) R2.5.27 菊保R2販第4号

47 松永　笑子 empress dynasty 合志市豊岡2000-1587 松永　笑子 犬(3) R2.5.28 菊保R2販第5号

48 五輪　愛加 B．I．S 合志市豊岡2500-25 五輪　愛加 犬(40) R2.5.29 菊保R2販第6号

49 五輪　千裕 B．I．S 合志市栄2369-1 五輪　千裕 犬(10) R2.5.29 菊保R2販第7号

50 星子　奈菜 Candy 菊池市旭志弁利160-2-2 星子　奈菜

猫(20)､小動物〔フクロ
モモンガ、チンチラ、ヤ
マネ、マウス、サル〕
(50)､インコ(7)､ヤモリ
(300)､トカゲ(20)､ヘビ
(50)

R2.6.22 菊保R2販第8号

51 福田　俊美 豆柴肥後大津荘 菊池郡大津町大津2399-32 福田　俊美 犬(10) R2.11.24 菊保R2販第9号

52 青木　のぞみ のぞみの風 菊池市旭志伊萩1679 青木　伸二 犬(103) R2.11.26 菊保R2販第10号

53 右田　利男 肥後大和犬舎 合志市竹迫1891-4 右田　利男 犬(3) R3.2.15 菊保R2販第11号

54
株式会社Ｒ＆Ｈ
代表取締役　北　千恵

ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 菊池郡菊陽町津久礼2158-48 北　千恵 犬(30)、猫(50) R3.2.23 菊保R2販第12号

55 野口　美由紀 K.B.S 菊池市泗水町吉富205-36 野口　美由紀 犬(5) R3.3.8 菊保R2販第13号

56 大塚　裕美子 ｆｕｗａ　ｍｏｃｏ　ｐｏｏｄｌｅ 菊池郡大津町大津400-101 大塚　裕美子 犬(5) R3.3.24 菊保R2販第14号

57

株式会社Ｃｏｏ＆ＲＩＫ
Ｕ東日本
代表取締役　大久保
浩之

ペットショップＣｏｏ＆ＲＩＫＵカ
リーノ菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道
2464番ｶﾘｰﾉ菊陽1F

加治木　大樹 犬(19)、猫(8) R3.3.19 菊保R2販第15号

58 東　敏則 ふれあい東牧場 菊池市泗水町住吉4367 東　祐一 犬(20) R3.3.30 菊保R2販第16号



（保管）

名  称 所在地

1 小山　よしみ フェスティーナー・レンテー 菊陽町津久礼3257-3 リポーズビル1F 小山　よしみ 犬、猫(6) H28.6.19 菊保H28保第2号

2 黒川 真理 ペットハウス　マリ 合志市幾久富1647-249 黒川　信二 犬(40)、猫(2) H28.6.22 菊保H28保第3号

3 米村 昭徳 花房ペットセンター 菊池市出田2317-8 米村　美恵子 犬(20) H28.6.28 菊保H28保第1号

4 藤本　鮎美 Little・momo 大津町森66-3 藤本　鮎美 犬(5) H28.9.26 菊保H28保第8号

5 (有)パークマイヤー ParkMeyer DogHouse 大津町引水690-10 生田　淳子 犬(10) H28.11.16 菊保H28保第12号

6 山野　さよ ルーキーワンワン美容室 菊池市泗水町永2773-102 山野　さよ 犬(3) H29.1.24 菊保H28保第13号

7 田中　孝典 VALMONTケンネル 菊池市旭志尾足948-1 田中　孝典 犬(20) H29.4.14 菊保H29保第1号

8 戸渡　秀之 きくちスマイル動物病院 菊池市大琳寺堀ﾉ内135-1 戸渡　秀之 犬(6)、猫(4) H29.6.20 菊保H29保第4号

9 井上 泉 ペットらんど大津 大津町大津1303-1 井上　泉 犬(5～10) H29.6.8 菊保H29保第3号

10
(株)コーワペッツコーポ
レーション

ペッツランドヒロセ大津店 大津町大字室字東迫尻683-1 川口　茜
犬､猫､ウサギ､フェレッ
ト

H30.4.18 菊保H29保第7号

11 緒方　千里 愛犬サロンQP 合志市須屋1458-92 緒方　千里 犬(5) H30.6.27 菊保H30保第1号

12 藤田　円 犬の美容室　トップ 菊池市西寺1752-1 岩下　明 犬(48) H28.7.5 菊保H28保第5号

13 大塚　登喜子 CURIMU 大津町大字室50番地5 大塚　登喜子 犬(2) H28.6.29 菊保H28保第4号

14 堤　隆二 ドッグ　スタジオ 合志市豊岡2022-102 堤　隆二 犬 H28.8.22 菊保H28保第6号

15 藤本 晋輔 大津動物クリニック 大津町室317-1 藤本　麻衣子
犬､猫､ウサギ､フェレッ
ト他

H28.10.24 菊保H28保第7号

16 宮原　妃道 うさぎ専門店　なごみ 合志市豊岡2030-82 宮原　妃道 うさぎ(80) H29.3.23 菊保H28保第16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）

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

事  業  所



17
株式会社STEP　UP
代表取締役　田中　志
郎

1 STEP 菊池市隈府435-1 田中　智枝美 犬 H28.11.7 菊保H28保第11号

18 田中　嗣二 タナカ動物病院 合志市幾久富1866-350 田中　嗣二 犬、猫 H29.3.6 菊保H28保第15号

19 田吉　龍郎 MOLU 大津町室2132-4
田吉　龍郎

田吉　久美子
犬(3) H29.3.2 菊保H28保第16号

20 あーす動物病院 あーす動物病院 菊陽町原水1187-8 眞邉　哲也
犬(12)、猫(4)、うさぎ
(5)、ハムスター(5)

H30.7.10 菊保H30保第3号

21
(株)コーワペッツコーポ
レーション

ペッツランドヒロセ菊陽店 菊陽町津久礼2655番地1 小井出　桂子 犬(25)、猫(5) H30.11.15 菊保H30保第4号

22 有限会社ＳＥＴ・ＵＰ DOG RUN CAFE ひなたぼっこ 菊陽町原水2861-1 生松　義浩 犬(20) H31.1.8 菊保H30保第5号

23 村上　範之 グルーミングサロン　ドレミ 菊池郡大津町大林1421 村上　範之 犬(10) H28.10.21 菊保H28保第9号

24 毎熊　知子 ティアハイム熊本 菊池郡大津町平川1866 毎熊　知子 犬(60)､猫(10) H30.2.23 菊保H29保第6号

25 武田　未来
pet Aroma 美容室
　RoseofMary

熊本県大津町大津2399-69 武田　未来 犬、猫(3) H30.7.9 菊保H30保第2号

26 江口　陽子
グルーミングショップ
　abc dog

熊本県合志市須屋2029-2 江口　陽子 犬(11) H31.1.10 菊保H30保第6号

27
有限会社　ワンラブ
代表取締役　小林　励

ワンラブ　ザ・ファクトリーニシ
ムタ合志店

合志市竹迫2285 中村　晃平 犬(16)､猫(4) H31.4.26 菊保H31保第1号

28
有限会社　ワンラブ
代表取締役　小林　励

ワンラブ　ゆめタウン光の森 菊池郡菊陽町光の森7丁目33-1 古山　空 犬(16)､猫(2) R1.6.20 菊保R1保第1号

29
株式会社 老犬ホーム
トップ

株式会社 老犬ホームトップ 菊池市亘530
緒方　心

袈裟丸　明日香
犬(80)､猫(30) R1.9.11 菊保R1保第2号

30 堤　龍二 ドギーウォッシュ 菊池市出田2508-3 宮本　麻美 犬(10) R1.9.18 菊保R1保第3号

31 園田　香 ＷＡＮ　ＬＯＶＥ 菊池郡大津町美咲野2丁目10-12 園田　香 犬(4) R2.1.29 菊保R1保第4号

32 坂田　尚 BAO/BAB 菊池郡菊陽町久保田202-2 坂田　尚

犬､猫､ハムスター､小
型鳥類､フクロウ類､カ
メ類､ヤモリ類､トカゲ
類

R2.3.27 菊保R1保第5号

33 藤本　雅子 わんにゃんホテル 藤本 菊陽町津久礼2268-171 藤本　雅子 犬、猫(6) R2.6.4 菊保R2保第2号

34 上ノ堀　雅子 Ｐ＋Ｈeart動物病院 合志市豊岡2526番14 上ノ堀　雅子 犬、猫(10) R2.10.21 菊保R2保第3号



35 坂本　恵美 トリミングサロン　dogniko 菊陽町津久礼173-3ハイデンス磯部･2 105号 坂本　恵美 犬(3) R2.10.23 菊保R2保第4号

36
株式会社KAMUI
代表取締役　松﨑圭
史

Dog Salon MIRA光の森店 菊陽町光の森1丁目16-2 平川　七絵 犬(9)､猫(1) R2.10.29 菊保R2保第5号

37 佐藤　千代 ペットケアサロン・ファミリー 菊池郡菊陽町原水1195-10 佐藤　千代 犬、猫(7) R3.1.5 菊保R2保第6号

38 藤井　琢磨 動物病院　デーリー 菊池市泗水町住吉2049-2 藤井　留美子 犬、猫(4) R3.1.6 菊保R2保第7号

39 株式会社　ナバック 狗の郷 菊池市出田2121-185
三池　侑希

中澤　百合香
犬(2) R3.1.15 菊保R2保第8号

40 大塚　裕美子 ｆｕｗａ　ｍｏｃｏ　ｐｏｏｄｌｅ 菊池郡大津町大津400-101 大塚　裕美子 犬(5)､猫(1) R3.3.24 菊保R2保第9号

41

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
リーノ菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道2464
番カリーノ菊陽1F

加治木　大樹 犬、猫(13) R3.3.19 菊保R2保第10号

42 東　敏則 ふれあい東牧場 菊池市泗水町住吉4367 東　祐一 犬(3) R3.3.30 菊保R2保第11号

（貸出）

名  称

1 宮原　妃道 うさぎ専門店　なごみ 合志市豊岡2030-82 宮原　妃道 うさぎ H29.3.23 菊保H29貸第2号

（訓練）

名  称 所在地

1 宇野　徹昭 宇野警察犬・愛犬訓練所 菊陽町曲手上部田659-2 宇野　徹昭 犬(40) H28.6.9 菊保H28訓第1号

No.
氏　　　　名

（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

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

事  業  所

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（登録）

年月日



2 宮原　妃道 うさぎ専門店　なごみ 合志市豊岡2030-82 宮原　妃道 うさぎ H29.3.23 菊保H28訓第4号

3 村上　範之 グルーミングサロン　ドレミ 菊池郡大津町大林1421 村上　範之 犬(10) H28.10.21 菊保H28訓第2号

（展示）

名  称 所在地

1 坂本　秀樹 坂本トニアシュタール 大津町引水896-1 坂本　秀樹 馬 H29.10.17 菊保H29展第1号

2 (株)祐和會 四季の里旭志 菊池市旭志麓2934-10 岩根　俊哉

カンガルー(14)､ワラ
ビー(11)､ヤギ(11)､ヒツ
ジ(5)､ポニー(2)､ラマ
(3)､ミニブタ(10)､シカ
(8)､犬(3)

H30.4.1 菊保H29展第2号

3
合同会社　オーシャン
フライカンパニー　代
表社員　川添　公裕

放課後等デイサービス　リトル
ポニークラブ

合志市福原東園514 堂上　真緒 馬(2) H28.11.17 菊保H28展第1号

4 坂本　弥生 ゆるりカフェ 菊池市旭志川辺93 坂本　実佳子 猫(50) R1.9.5 菊保R1展第1号

5 坂本　憲彦 動物出張ふれあいK3 菊池市豊間218-4 坂本　憲彦

ヤギ､羊､犬､ウサギ､モ
ルモット､パンダマウ
ス､ファンシーマウス､
鶏

R2.5.20 菊保R2展第1号

6

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
リーノ菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道2464
番カリーノ菊陽1F

加治木　大樹 猫(6) R3.3.19 菊保R2展第2号

7 東　敏則 ふれあい東牧場 菊池市泗水町住吉4367 東　祐一
犬(45)､ポニー(2)､ヤ
ギ(3)､ウサギ(5)､鶏
(5)､くじゃく(4)

R3.3.30 菊保R2展第3号

NO.
氏      名

（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

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

事  業  所


