
（販売）

名　称 所在地

1 藤本　静一 豆柴白岩山荘 宇城市豊野町下郷1427-1 藤本　栄子 犬(20) H28.4.25 宇保Ｈ28販第2号

2 柚留木　重嗣 肥後美里荘 下益城郡美里町二和田493 柚留木　重嗣 犬(14) H28.5.23 宇保Ｈ28販第3号

3 吉田　直矢 グリーンパラダイスケンネル 宇城市豊野町山崎1555-2 吉田　直矢 犬 H28.6.20 宇保H28販第4号

4 木村　繁 Ｎ・E犬舎 宇城市不知火町御領67-4 木村　繁 犬(10) H28.7.11 宇保H28販第5号

5 宮本　知明 キングスロードケンネル 宇城市小川町新田出四番448番地1 宮本　知明 犬(28) H28.7.14 宇保Ｈ28販第6号

6 吉田　亜希 ドックわんケア 宇城市小川町河江1-1 吉田　亜希 犬 H28.7.28 宇保H28販第7号

7 片山　時雄 肥後片山荘 宇城市小川町江頭403-3 片山　時雄 犬 H28.8.8 宇保H28販第8号

8 米村　美菜 ジュエルペットＤＣ 宇城市松橋町内田48 米村　美菜 犬(10) H28.11.4 宇保H28販第9号

9 二口　幸一 Rabbit　Santa　　ラビットサンタ 宇城市松橋町きらら3丁目10-11 二口　幸一 ウサギ(9) H28.11.7 宇保H28販第10号

10 長嶺　興司 長嶺　犬舎 下益城郡美里町馬場727-2 長嶺　興司 犬(10) H28.11.24 宇保Ｈ28販第11号

11 塘添　耕一 走潟荘 宇土市走潟町1173
塘添　耕一

塘添　真里子
犬 H29.3.8 宇保H28販第12号

12 奥村　真代 美里ミニファーム 下益城郡美里町大沢水３２９ 奥村　武
犬(20)、ミニチュアホー
ス(10)、ウサギ(4)、ミニ
ヤギ(5)

H29.3.2 宇保Ｈ28販第13号

13
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＆LIKU
宇土シティーモール店

宇土市善道寺町綾瀬95番地
1階北棟D区画 上田　由加利 犬(40)、猫(8) H29.3.9 宇保H28販第14号

14 今村　樹里 Lave and peace　 for Animals 宇城市松橋町萩尾1156-7
今村　樹里
三井　京

三井 政照
犬 H29.3.30 宇保H28販第15号
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15 岩永　末子 ラブル 下益城郡美里町永富401番地 岩永　末子 犬(3) H29.4.24 宇保H29販第1号

16 山口　敏則 ドッグランド　Ｙ 宇城市小川町南新田869-73
山口　敏則
山口　恭子

犬(25) H29.5.31 宇保Ｈ29販第2号

17 松尾　正直 松尾愛犬訓練学校 宇土市栗崎町958 松尾　シゲ子 犬 H29.8.2 宇保Ｈ29販第3号

18
有限会社ワンラブ　代
表取締役　小林　励

ワンラブカインズ熊本宇土店 宇土市三拾町171 川口　翔子 犬(42)、猫(8) H29.10.12 宇保H29販第4号

19
株式会社　Ａｚ　代表取
締役　日比野　伸史

Ｐｅｔ　＆　Ａｑｕａ　Ａｚ　熊本宇
土店

宇土市三拾町171 吉田　有里 小動物 H29.10.23 宇保H29販第5号

20 内藤　佐紀子 ポチの家 宇土市古城町422-20 内藤　佐紀子 犬(15) H29.10.23 宇保Ｈ29販第6号

21 日置　秀一 美里の森 下益城郡美里町三和324 日置　伸一 ウズラ(10)、ニワトリ(20) H29.10.27 宇保Ｈ29販第7号

22 緒方　敬子 Heal～home 宇城市松橋町浦川内1086
緒方　敬子
緒方　和彦

犬(15) H29.11.22 宇保H29販第8号

23 藤田　巌 豊野藤田荘 宇城市豊野町安見2741 藤田  あけみ 犬(13) H30.1.17 宇保Ｈ29販第9号

24 廣田　幸基 豆助謝楽 下益城郡美里町名越谷湯の迫2481 廣田　幸基 犬(30) H30.2.23 宇保Ｈ29販第10号

25 福永　久子 ドッグサロン　ワンハート 宇土市本町3丁目7 福永　久子 犬 H30.3.1 宇保Ｈ29販第11号

26 仲西　峰子 ティナランド 熊本県宇土市松山町2115-3 仲西　峰子 犬(3) R1.6.18 宇保R1販第1号

27 上野偉生 豆太郎 宇土市花園町2908 上野  偉生 犬(5) R1.10.15 宇保R1販第2号

28 濱口　稔 クイーンヒルズ　MH 宇城市松橋町萩尾1153-4 濱口　稔 犬(10) R1.10.11 宇保R1販第3号

29 井上　耕盛 Dog Health Japan 宇土市花園町2184-1 井上　耕盛
犬(20)、猫(5)、ヤギ
(1)、ニワトリ（10）

R2.3.17 宇保R1販第4号

30 蛇嶋　文治 ビーンズ・the・ハウス 宇城市豊野町下郷2190-1 蛇嶋　文治 犬(3) R2.5.19 宇保R2販第1号

31 井澤　博明 井澤　博明 宇城市豊野町下郷2245-3 井澤　博明 犬(5) R2.5.27 宇保R2販第2号

32 坂田　裕司 花園郷 宇土市古保里町969-1 坂田　弥生 犬（3） R3.2.17 宇保R2販第3号

33
株式会社ミネルバ　代
表取締役　西山　淳一

ペットアミ宇土店 宇土市善道寺町179-3 木村　唯香
犬(20)、猫(10)、ウサギ
（3）、ハムスター（15）

R3.3.29 宇保R2販第4号



（保管）

名　称 所在地

1 山本　綾 ペットサロン　Ａｇｉｒ 下益城郡美里町今1328-1 山本　綾 犬、猫 H28.7.11 宇保Ｈ28保第2号

2 吉田　亜希 ドックわんケア 宇城市小川町河江1-1 吉田　亜希 犬 H28.7.28 宇保H28保第3号

3 二口　幸一 Rabbit　Santa　　ラビットサンタ 宇城市松橋町きらら3丁目10-11 二口　幸一 ウサギ(9) H28.11.7 宇保H28保第4号

4 園田　龍一郎 そのだ動物病院 下益城郡美里町中郡1504 八木田　幸代 犬、猫 H29.3.8 宇保H28保第7号

5 高木　加代子 ペット　サロン　ケイ 宇城市松橋町豊崎2026-8 高木　加代子 犬、猫 H29.3.8 宇保H28保第8号

6 古閑　秀一 ノーズｔｏテール 宇城市松橋町曲野3510 古閑　秀一 犬(20)、猫(6) H29.3.12 宇保H28保第9号

7
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＆LIKU
宇土シティーモール店

宇土市善道寺町綾瀬95番地
1階北棟D区画 上田　由加利 犬(40)、猫(8) H29.3.9 宇保H28保第10号

8 藤本　久貴子 ドッグビューティー　　プードル 宇城市小川町南小川466 藤本　久貴子 犬 H29.9.19 宇保Ｈ29保第1号

9 横山　和子 ペット美容室　Pretty 宇城市松橋町豊福1219-1 横山　和子 犬、猫 H29.9.19 宇保Ｈ29保第2号

10 藤本　一世 ペット美容　イッセイ 宇土市花園町2064-1 藤本　一世 犬 H29.9.28 宇保Ｈ29保第3号

11
有限会社ワンラブ　代
表取締役　小林　励

ワンラブカインズ熊本宇土店 宇土市三拾町171 川口　翔子 犬(42)、猫(8) H29.10.12 宇保H29保第4号

12
株式会社　Ａｚ　代表取
締役　日比野　伸史

Ｐｅｔ　＆　Ａｑｕａ　Ａｚ　熊本宇
土店

宇土市三拾町171 吉田　有里 小動物 H29.10.23 宇保H29保第5号

13 野添　茉奈美 ドッグサロンchouchou 宇土市松山町2115-17 野添　茉奈美 犬(6) H30.4.23 宇保H30保第1号

14
株式会社 動物病院
たまとぽち　代表取締
役　一丸  武彰

株式会社
動物病院たまとぽち

宇城市小川町江頭36-1 一丸　未来 犬(20)、猫(8) H30.11.15 宇保Ｈ30保第2号

15 上田　陽子 ペットサロン　キングアイ 宇土市岩古曽町1409-3 上田　陽子 犬、猫 H30.12.18 宇保Ｈ30保第3号

16 上村　明奈 ドッグサロン　ＶｉＶｉ 宇土市松山町4932 上村　明奈 犬(3) H31.3.7 宇保H30保第5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
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登録（更新）
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17
（有）カイハラ動物病院
代表取締役
　　　　　　　甲斐原　徹

有限会社カイハラ動物病院 宇土市南段原町68-1 佐藤　亮 犬(15)、猫(5) H31.4.19 宇保H31保第1号

19 佐藤　立郎 さとう動物病院 宇城市三角町三角浦1159-22 永村　恵美 犬、猫 R1.8.5 宇保R1保第2号

20
株式会社NEW PLUS
ONE

Pet.Plus 宇城市不知火町御領157-1 中川 成龍
犬(5)、猫(3)、ウサギ、
小動物

R1.12.24 宇保R1保第3号

21 井上　耕盛 Dog Health Japan 宇土市花園町2184-1 井上　耕盛
犬(20)、猫(5)、ヤギ
(1)、ニワトリ（10）

R2.3.17 宇保R1保第４号

18 福永　久子 ドッグサロン　ワンハート  宇土市本町3丁目7 福永　久子 犬 R2.3.27 宇保R1保第5号

22 志水　梢 Dogsalon Tee na mo. 宇土市下網田町2065-13 松井　あかね 犬（7） R2.10.15 宇保R2保第1号

23
株式会社　美里苑
代表取締役
　　　　　　　鶴田　恵子

　ペットサロンれお 下益城郡美里町佐俣463-1 荒木　康子
犬（8）

R3.2.22 宇保R3保第2号

24 上村　綾 Dog Salon　Ａ－ＳＨＵ 宇土市古保里町733-3 上村  綾 犬（8） R3.3.10 宇保R2保第3号

25
株式会社ミネルバ　代
表取締役　西山　淳一

ペットアミ宇土店 宇土市善道寺町179-3 木村　唯香
犬(20)、猫(10)、ウサギ
（3）、ハムスター（15）

R3.3.29 宇保R2保第4号

（貸出）

名　称 所在地

1 奥村　真代 美里ミニファーム 下益城郡美里町大沢水329 奥村　武
犬(20)、ミニチュアホー
ス(10)、ウサギ(4)、ミニ
ヤギ(5)

H29.3.2 宇保H28貸第1号

2 松尾　正直 松尾愛犬訓練学校 宇土市栗崎町958 松尾　シゲ子 犬 H30.10.10 宇保H30貸第1号

No.
氏名

（法人にあっては、
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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



（訓練）

名　称 所在地

1 松尾　正直 松尾愛犬訓練学校 宇土市栗崎町958 松尾　シゲ子 犬 H29.8.2 宇保H29訓第1号

2
株式会社NEW PLUS
ONE 　代表取締役　中
川　美子

Pet.Plus 宇城市不知火町御領157-1 中川  成龍 犬(4) R1.12.24 宇保R1訓第1号

3 井上　耕盛 Dog Health Japan 宇土市花園町2184-1 井上　耕盛
犬(20)、猫(5)、ヤギ
(1)、ニワトリ（10）

R2.3.17 宇保R1訓第2号

（展示）

名　称 所在地

1 奥村　真代 美里ミニファーム 下益城郡美里町大沢水329 奥村　武
犬(20)、ミニチュアホー
ス(10)、ウサギ(4)、ミニ
ヤギ(5)

H29.3.2 宇保H28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＆LIKU
宇土シティーモール店

宇土市善道寺町綾瀬95番地
1階北棟D区画 上田　由加利 猫(8) H29.3.9 宇保H28展第2号

3 前崎　隆浩 ホースライダー 宇城市松橋町浅川225-4 前崎　隆浩 乗馬クラブ(5) H30.5.1 宇保H30展第1号

登録番号

No.
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