
（販売）

名　称 所  在  地

1 石原　いち子 さんきゅうわんわん 湯前町892-2 石原　いち子 犬(50) H29.2.15 人保H28販第1号

2 森田　雄一 薬師丸鳩舎 あさぎり町上東1813 森田　雄一 鳩(300) H29.4.17 人保H29販第1号

3 鈴木　健雄 寿々木犬舎 人吉市西間下町167-3 鈴木　健雄 犬(20) H29.5.15 人保H29販第4号

4 横井　滋允 人吉ペットセンター 人吉市西間下町91-6 横井　滋允 犬(23) H29.5.15 人保H29販第2号

5 髙場　英二 カメハウス 人吉市寺町18-10
髙場　英二
髙場　淳子

トカゲ(10)、カメ(6) H29.5.24 人保H29販第5号

6 永石　敦士 ペットショップ　永石
人吉市中青井町290-18（販売）
相良村四浦東（繁殖）

永石　敦士
犬(3)、ハムスター(5)、
インコ(30)、カナリア
(3)、文鳥(4)、鶏(3)

H29.5.24 人保H29販第3号

7 松尾　啓一 人吉松尾荘 人吉市上青井町151番地3 松尾　啓一 犬(60) H30.10.25 人保H30販第4号

8 岡本 さとみ 岡本牧場 相良村大字川辺80-261
高田　政範
岡本　さとみ

犬(50) R1.10.1 人保H31販第1号

9 大田 恵美
Ange mignon
（アンジュ　ミニョン）

多良木町多良木1851 大田　恵美 犬(10) R2.12.15 人保R2販第3号

10 平川　明美 チャーミング　アケミ 人吉市大畑町3595-1 平川　明美 犬(50) H29.5.25 人保H29販第6号

11 守永　慶次郎 相良藩犬舎 錦町西856 守永　慶次郎 犬(10) H29.12.27 人保H29販第8号

12 倉永　洋 フリードッグス 錦町大字西1365 倉永　洋 犬(10) H30.4.23 人保H30販第1号

13 黒木　定 黒ちゃんハウス 錦町西572-2
黒木　定

黒木　邦子
犬(10) H31.3.11 人保H30販第3号

14
株式会社
さがら屋本舗

（株）さがら屋本舗 相良村大字四浦西2875番地4 本木　知子 カメ(50) H31.3.28 人保H30販第4号

15 尾方 眞利子 ルマ＆ココDogハウス 水上村岩野1219 尾方 眞利子 犬 R1.11.20 人保H31販第2号

第一種動物取扱業者登録簿　　（人吉保健所管内）
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16 大瀬　明子 やまの子犬やさん 山江村山田甲字上永田井手 大瀬　幸枝 犬（20） R2.5.28 人保R2販第1号

17 濟木　昭信 球磨楓庵 あさぎり町上西1775-1 濟木　昭信 R2.5.29 人保R2販第2号

18 DCM株式会社
DCM ダイキ
サンロードシティ店

球磨郡錦町大字西742-3 三浦　彩也香

ハムスター(30)、モル
モット(2)、ウサギ(3)、
チンチラ(1)、フェレット
(2)、ドワーフ(1)、 ロッ
プ(1)、ミニレッキス(1)、
ハリネズミ(1)、モモン
ガ(1)、インコ(10)、文鳥
(3)、ヨウム(1)、フィンチ
(2)、アヒル(2)、ウズラ
(2)、イガモ(2)、水棲ガ
メ(10)、リクガメ(10)、ヘ
ビ(5)、ヤモリ(2)、カエ
ル(3)、イモリ(2)

R3.2.26 人保R2販第4号

（保管）

名　称 所  在  地

1 和泉　公子 Ｋ・Ｉ　ペットシッター 多良木町多良木1421 和泉　公子 犬、猫(11) H28.11.29 人保H28保第1号

2 石原　いち子 さんきゅうわんわん 湯前町892-2 石原　いち子 犬(3) H29.2.15 人保H28保第2号

3 村山　悦郎 ペットホテル　わん・にゃんカー 人吉市温泉町2514-1 村山　悦郎 犬(8) H29.3.8 人保Ｈ28保第3号

4 橋本　浩一 ペットライフサポート　プルクス 人吉市上林町1424-2 橋本　浩一 犬、猫(6) H29.3.27 人保H28保第4号

5 横井　滋允 人吉ペットセンター 人吉市西間下町91-6 横井　滋允 犬(5) H29.5.15 人保H29保第1号

6 髙場　健司 ドッグサロン　Pooch 人吉市東間上町3543-13 髙場　健司 犬(4) H29.5.31 人保H29保第2号

7 藤川　京子 トリミングルームK 人吉市西間下町302-4 藤川　京子 犬(6) H29.6.4 人保H29保第3号

8 武藤　奈緒子 スタンダード 錦町西1523-1 武藤　奈緒子 犬(3) H29.6.8 人保H29保第4号

No.
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（法人にあっては、
名称及び代表者の氏名）

動物取扱責任者
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事  業  所
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 宮地 克生 B&B犬遊楽 相良村大字深水2059 宮地　克生 犬(5) R1.5.2 人保H31保第1号

10 竹辺　唯 犬の美容室　ＡＮＤＹ 湯前町下里870-4 竹辺　唯 犬 R2.4.26 人保H31保第4号

11 秋山 公士郎 あきやま動物病院 人吉市願成寺町397-2 秋山　公士郎 犬(12) R2.12.22 人保R2保第3号

12 大田　恵美
Ange mignon
（アンジュ　ミニョン）

多良木町多良木1851 大田　恵美 犬(2) R2.12.15 人保R2保第2号

13 平川　明美 ペットショップ　チャーミング 人吉市大畑町3595-1 平川　明美 犬(6) H30.12.27 人保H30保第3号

14 山崎　祐太 Pet design Grassland 人吉市上薩摩瀬町1476-2 山崎　祐太 犬(3)、猫(3) H29.7.7 人保H29保第5号

15 倉永　洋 フリードッグス 錦町大字西1365 倉永　洋 犬(10) H30.4.23 人保H30保第1号

16
有限会社UKアニマル
メディカル

メディカルトリミングサロン
エンジェルガーデン

人吉市矢黒町2002-19 久保田　里美 犬 R1.11.20 人保H31保第2号

17 山内　博子 いぬのとこ屋さん　Muu 相良村川辺185-378 山内　博子 犬(6)、猫(1) R1.12.13 人保H31保第3号

18
有限会社UKアニマル
メディカル

エンジェル動物病院 人吉市下城本町1423 宮本　賢治 R2.11.2 人保R2保第1号

19 DCM株式会社
DCM ダイキ
サンロードシティ店

球磨郡錦町大字西742-3 三浦　彩也香

ハムスター(30)、モル
モット(2)、ウサギ(3)、
チンチラ(1)、フェレット
(2)、ドワーフ(1)、ロップ
(1)、ミニレッキス(1)、ハ
リネズミ(1)、モモンガ
(1)、インコ(10) 、文鳥
(3)、ヨウム(1)、フィンチ
(2)、アヒル(2)、ウズラ
(2)、イガモ(2)、水棲ガ
メ(10)、リクガメ(10)、ヘ
ビ(5)、ヤモリ(2)、カエ
ル(3)、イモリ(2)

R3.2.26 人保R2保第4号



（訓練）

名　称 所  在  地

1 開田　宏
熊本ドッグスクール公認人吉
警察犬訓練所

相良村柳瀬315-2 開田　宏 犬(10) H29.5.28 人保H29訓第1号

2 倉永　洋 フリードッグス 錦町大字西1365 倉永　洋 犬(10) H30.4.23 人保H30訓第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


