第一種動物取扱業登録状況
宇部環境保健所管内（平成28年5月31日現在）
No.

氏名

代表者氏名

事業所の名称

事業所の所在地

主として取扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

1 細野 貴美

チームホソノジェイピー

山口県宇部市大字西岐波 5217-21 犬（6）

平成18年6月27日 平23宇健第14号の1の6

販売

2 細野 貴美

チームホソノジェイピー

山口県宇部市大字西岐波 5217-21 犬（5）

平成18年6月27日 平23宇健第14号の1の5

保管

3 井上 忍

Cattery CHOCOLAT

山口県山陽小野田市大字小野田1424-1 猫（7）

平成18年6月29日 平23宇健第14号の1の4

販売

山口県山陽小野田市大字山川1493-1 犬(15)

平成18年8月4日 平23宇健第14号の1の8 販売
平成18年8月10日 平23宇健第14号の1の7

販売

4 三上 洋
5 小池 由利子

ドリームハウス小池

山口県山陽小野田市大字埴生1621-1 犬(30)

6 木屋 洋子

小型愛犬美容室 リトル

山口県山陽小野田市高千帆二丁目1番13号

犬(4)

平成18年9月20日 平23宇健第14号の1の9

保管

7 森上 洋子

小夢

山口県宇部市亀浦二丁目1-32

犬(30)

平成18年10月23日 平24宇健第14号の2の12

販売

山口県宇部市大字西岐波1589-1

犬（124）

平成18年11月8日 平23宇健第14号の1の13

販売

有限会社平田ビル ワンダー・ペット 山口県宇部市東本町一丁目1-4 平田ビル１Ｆ

犬（4)、猫(1)

平成18年12月20日 平23宇健第14号の1の16

保管

8 夏原 里美
9 有限会社平田ビル 平田 瑞江
10

白井 小百合

ホワイトファミリー

山口県美祢市美東町大田2292-3

犬（10）

平成19年1月9日 平23宇健第14号の1の17 販売

11

明石 信江

ドッグハウス ファニー

山口県宇部市東新川町5-12

犬（4）

平成19年1月26日 平23宇健第14号の1の18

販売

12

明石 信江

ドッグハウス ファニー

山口県宇部市東新川町5-12

犬（3）

平成19年1月26日 平23宇健第14号の1の19

保管

13

兼重 清子

ドッグビューティー ワンズ

山口県宇部市大字東岐波2585番地 犬(151)、猫（40）

平成19年2月21日 平23宇健第14号の1の20

販売

14

伊藤 由美子

山口県宇部市大字東須恵2345

犬(28)

平成19年3月23日 平23宇健第14号の1の21

販売

15

安田 清美

ドッグハウス CHARMY

山口県宇部市則貞一丁目3-33

犬・猫（12）

平成19年4月6日 平23宇健第14号の1の25 保管

16

山村産業株式会社 山村 節男

ペットショップ コビー

山口県宇部市西梶返一丁目1-20

犬（25）、猫（20）

平成19年4月6日 平26宇健第14号の1の17 販売

17

山村産業株式会社 山村 節男

ペットショップ コビー

山口県宇部市西梶返一丁目1-20

犬（10）、猫（2）

平成19年4月6日 平26宇健第14号の1の18 保管

平成19年4月27日 平24宇健第14号の1の7

18

高末 ケイ子

にしむらきんちょうえん

山口県宇部市新天町一丁目3-3

うさぎ（2）、ハムスター
（10）、文鳥（7）、セキセイ
インコ（9）、九官鳥（3）、
ジュウシマツ（1）、ミドリガ
メ（10）、ゼニガメ（10）

19

鈴谷 久人

ベルバレー ケンネル

山口県美祢市伊佐町堀越字芹田

犬（24）

平成19年5月2日 平24宇健第14号の1の6 販売

20

藤田 克美

ＤＯＧⅠ警察犬家庭犬訓練所 山口県美祢市伊佐町堀越南河内

犬(60)

平成19年5月23日 平25宇健第14号の1の4

販売

21

藤田 克美

ＤＯＧⅠ警察犬家庭犬訓練所 山口県美祢市伊佐町堀越南河内

犬(20)

平成19年5月23日 平25宇健第14号の1の5

訓練

22

藤津 和則

ワンワンランド ウベ

山口県宇部市大字東岐波大田3083-3 犬（80）、猫（10）

平成19年5月23日 平24宇健第14号の1の16

販売

23

藤津 和則

ワンワンランド ウベ

山口県宇部市大字東岐波大田3083-3 犬（5） 猫（5）

平成19年5月23日 平24宇健第14号の1の17

保管

24

藤津 和則

ワンワンランド ウベ

山口県宇部市大字東岐波大田3083-3 犬（20）、猫（3）

平成19年5月23日 平24宇健第14号の1の18

展示

販売

宇部環境保健所管内（平成28年5月31日現在）
No.

25

氏名
小村 美加

26 有限会社宮地好鳥園

27

代表者氏名

事業所の名称
ペットサロン Ｐｏｏｒｉｎ

宮地 信三郎 （有）宮地好鳥園

高木 敏雄

事業所の所在地

主として取扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

山口県宇部市厚南北一丁目6-6

犬・猫(9)

山口県宇部市寿町二丁目11-18

犬（2）、ハムスター(10)、ウ
サギ(5)、オカメインコ(2)、
十姉妹(5)、錦花鳥(5)、セ 平成19年5月28日 平24宇健第14号の1の14 販売
キセイインコ(5)、文鳥(2)、
イグアナ(1)、陸ガメ(1)

山口県美祢市秋芳町秋吉1237番216 馬(1)

平成19年5月24日 平24宇健第14号の1の13

平成24年5月29日 平24宇健第14号の1の29

保管

展示

28 株式会社矢野橋ペット商事

沖本 秀和

ペットショップ矢野橋 宇部店 山口県宇部市明神町三丁目1-1

犬（7）、猫（3）、シマリス
（3）、モルモット（5）、ウサ
ギ、（７）、ハムスター
（60）、サンドジャービル
（1）、ハツカネズミ（1）、ハ
リネズミ（1）、チンチラ（2）、
デグー（2）、オカメインコ
平成19年5月30日 平24宇健第14号の1の11 販売
(2)、七草インコ（1）、セキセ
イインコ(40)、ボタンインコ
（7）、小桜インコ（7）、カナ
リア（5）、古綿鳥（1）、綿花
鳥（1）、十姉妹（4）、ウズラ
（6）、文鳥(15)、陸カメ（2）、
水カメ（10）

29 株式会社矢野橋ペット商事

沖本 秀和

ペットショップ矢野橋 宇部店 山口県宇部市明神町三丁目1-1

犬（3）、猫（2）

30

京極 ゆかり

愛犬・猫美容室 ゆかり

山口県宇部市西宇部南二丁目6-9-1 犬(5)、猫(2)、ウサギ(1)

31

松常 龍次

宇部警察犬家庭犬訓練所

山口県宇部市大字東須恵172-1

32

公益財団法人宇部市常盤動物園協会

公益財団法人宇部市常盤動物園協会

山口県宇部市則貞三丁目4番1号

末次 宣正

平成19年5月30日 平24宇健第14号の1の12

保管

平成19年5月30日 平24宇健第14号の1の24

保管

平成19年5月31日 平24宇健第14号の1の25 訓練
犬(20)
サル(133)、ヤギ(11)、ペリ
カン(15)、カモ（5）、ハヤブ
サ(1)、フラミンゴ(16)、ツル
(1)、インコ(2)、ナマケモノ
（2）、アリクイ（1）、タヌキ 平成19年5月31日
平25宇健第14号の1の3 展示
（2）、カワウソ（2）、ミーア
キャット（2）、アルパカ
（2）、テンジクネズミ（40）、
カピバラ（4）、ウサギ
（10）、フクロウ（1）

宇部環境保健所管内（平成28年5月31日現在）
No.

氏名

代表者氏名

事業所の名称

事業所の所在地

主として取扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

33

渡邉 耕造

botan123

山口県宇部市大字西岐波2069

カナリア(100)、ブンチョウ
(40)、羽衣セキセイ(7)、
中型インコ(20)、ヨウム(1)

平成19年5月31日 平24宇健第14号の1の8

販売

34

山下 美智子

Fire King犬舎

山口県宇部市大字西岐波316-62

犬(50)

平成19年5月31日 平24宇健第14号の1の32

販売

35

夏原 里美

プリティ・ドッグ

山口県宇部市大字西岐波784-4

犬(8)、猫（2）

平成24年5月31日 平24宇健第14号の1の30

販売

36

夏原 里美

プリティ・ドッグ

山口県宇部市大字西岐波784-4

犬（17）、猫（3）

平成24年5月31日 平24宇健第14号の1の31

保管

37

田中金属株式会社 田中 康人

秋吉台自然動物公園

山口県美祢市美東町赤1212

アフリカゾウ(8)、グラントシ
マウマ(40)、ロバ(20)、シロ
サイ(6)、フタコブラクダ(6)、
アカシカ(50)、アジアスイ
ギュウ(20)、ヤク(5)、アメリ
カバイソン(16)、ブラック
バック(50)、キリン(12)、ウ
シ(10)、シロオリックス(6)、
バーバリーシープ(40)、ヒ
ツジ(10)、ヤギ(40)、ニホン
ジカ(20)、レッサーパンダ
(20)、カピバラ(10)、アライ
グマ(5)、ミーアキャット
(20)、イヌ(40)、チーター
平成19年5月31日 平24宇健第14号の1の19 展示
(25)、アメリカクロクマ(40)、
トラ(48）、ダチョウ(20)、エ
ミュー（6）、フラミンゴ(20)、
オオタカ(3)、コブハクチョウ
(6)、オオヅル(10)、オカメイ
ンコ(10)、モモイロインコ
(3)、シナガチョウ(30)、アイ
ガモ(1)、クロヅル(10)、ホ
シジロカンムリヅル(10)、シ
ロフクロウ(6)、ナナイロメ
キシコインコ(10)、ハリス
ホーク(10)、アフリカハゲコ
ウ(6)、ヒヨコ（50）、ケヅメリ
クガメ(3)

38

田中金属株式会社 田中 康人

秋吉台自然動物公園

山口県美祢市美東町赤1212

アフリカゾウ等

平成19年5月31日 平24宇健第14号の1の20

販売

39

梶岡 春治

ファイヤーヒル

山口県美祢市伊佐町河原789

馬（15）

平成19年5月31日 平24宇健第14号の1の28

展示

宇部環境保健所管内（平成28年5月31日現在）
No.

氏名

代表者氏名

事業所の名称

事業所の所在地

主として取扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

鶏（300）、キジ(900)、ヤマ 平成19年7月31日
平24宇健第14号の1の35 販売
ドリ(30)、うずら（100）

40

原田 量介

原田キジ園

山口県宇部市大字川上755-220

41

末岡 賢志

ドッグスクールSue（シュー）

山口県山陽小野田市大字津布田145-5 犬（20）

平成20年5月15日 平25宇健第14号の1の2

保管

42

末岡 賢志

ドッグスクールSue（シュー）

山口県山陽小野田市大字津布田145-5 犬（20）

平成20年5月15日 平25宇健第14号の1の1

訓練

平成20年10月27日 平25宇健第14号の1の6

保管

平成20年11月4日 平25宇健第14号の1の7

保管

犬（20）、猫（50）、ウサギ
（10）、ハムスター（30）、モ
ルモット（10）、フェレット
（10）、チンチラ（5）、サル
（5）、ハリネズミ（5）、サン
ドザービル（10）、シマリス
（10）、デグー（10）、インコ
（30）、フィンチ（30）、オウ
ム（20）、鶏（10）、とかげ
（10）、蛇（10）、モモンガ
（10）、ジリス（10）

43

大坪 かずな

ペットシッター クローバー

山口県宇部市大字際波674-11

44

濵野 涼子

ペットサロン BUDDY

山口県山陽小野田市大字高畑317-1 （1）、ウサギ（1）、インコ

犬（5）、猫（5）、フェレット
（１）
45

三原 政信

ドリームシャインファミリー

山口県山陽小野田市大字西高泊1237-56 犬（20）

平成21年6月8日 平26宇健第14号の1の3 販売

46

三原 政信

ドリームシャインファミリー

山口県山陽小野田市大字西高泊1237-56 犬（20）

平成21年6月8日 平26宇健第14号の1の2 保管

47

夏原 里美

ダイキ宇部店 動物の森 プリティ・ドッグ

山口県宇部市明神町二丁目2-1

犬(30)、猫（30）、ウサギ・
モルモット・ハムスター・
フェレット・モモンガ（50）、 平成26年8月27日 平26宇健第14号の1の10 販売
インコ・オウム（3）、カメ・ヘ
ビ・イモリ（1）

48

夏原 里美

ダイキ宇部店 動物の森 プリティ・ドッグ

山口県宇部市明神町二丁目2-1

犬・猫（16）

平成26年8月27日 平26宇健第14号の1の11

49

廣瀬 優花

犬の美容室 しっぽしっぽ

山口県宇部市笹山町二丁目4-3

犬（3）

平成21年9月7日 平26宇健第14号の1の8 保管

ペットランドあつまれ宇部店

犬（40）、猫(6）、ウサギ
（4）、ハムスター（30）、縞リ
ス（4）、フェレット（2）、イン
山口県宇部市大字妻崎開作504-1 コ（30）、文鳥（10）、フィン 平成22年6月29日 平27宇健第14号の1の3 販売
チ（30）、カナリア（5）、ヨウ
ム(1）、ミドリガメ（30）、ゼ
ニガメ(1）、リクガメ（4）

50 有限会社西村錦鳥園

西村 洋

保管

宇部環境保健所管内（平成28年5月31日現在）
No.

氏名

51 有限会社西村錦鳥園

代表者氏名

西村 洋

事業所の名称

事業所の所在地

主として取扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

ペットランドあつまれ宇部店

犬（16)、猫（7）、ハムス
ター・インコ・オウム・フィン
山口県宇部市大字妻崎開作504-1 チ・カナリア・文鳥・カメ・ト 平成22年6月29日 平27宇健第14号の1の4 保管
カゲ・ヤモリ・ヘビ（各1）、
ウサギ（2）

52

江口 正孝

江口ペット

山口県山陽小野田市高千帆一丁目23-5 犬(16)

平成22年8月16日 平27宇健第14号の1の8

販売

53

山下 美智子

Dear ワンワンサロン

山口県宇部市東芝中町4-45 栢ビル104号

犬(10)、猫(3)

平成22年10月29日 平27宇健第14号の1の11

保管

54

寺岡 恵美

犬の美容室 もこわんこ

山口県宇部市大字西岐波832-12

犬(3)

平成23年5月2日 平28宇健第14号の1の2 保管

55

石田 哲也

イシダ動物病院

山口県宇部市浜町二丁目6-4

犬(5)、猫(5)

平成23年5月17日 平28宇健第14号の1の1

保管

56

増重 恵美

ドッグサロン ミント

山口県宇部市恩田町一丁目2-31

犬(10)

平成23年5月19日 平28宇健第14号の1の3

保管

57

森上 洋子

小夢

山口県宇部市亀浦二丁目1-32

犬(10)

平成23年10月21日 平24宇健第14号の2の11

保管

58

木下 典子

ワンちゃんの美容室Boon

山口県宇部市山の手町106-9

犬(4)

平成23年11月2日 平23宇健第14号の1の12

保管

59

株式会社ラ・シャット 松村 明

ラ･シャット

山口県宇部市常盤町一丁目6-30 宇部井筒屋4階催事場

猫(50)

平成23年11月22日 平23宇健第14号の1の14

展示

60

株式会社ラ・シャット 松村 明

ラ・シャット

山口県宇部市常盤町一丁目6-30 宇部井筒屋4階催事場

猫(5)

平成23年11月22日 平23宇健第14号の1の15

販売

61

篠原 香

わんわんサロン あゆ

山口県山陽小野田市大字丸河内993 犬（4）

平成24年3月30日 平26宇健第14号の1の15

保管

62

光森 芳枝

ペットハウス ジョリー

山口県山陽小野田市中央四丁目4-8 犬(6)、猫(5)

平成24年4月25日 平24宇健第14号の1の5

保管

63

濵田 央子

MIKO HAPPY MARINE JP

山口県山陽小野田市大字小野田6111-35 犬（4）

平成24年5月17日 平24宇健第14号の1の10

販売

64

田中金属株式会社 田中 康夫

秋吉台自然動物公園

山口県美祢市美東町赤1212

平成24年5月28日 平24宇健第14号の1の21

貸出

65

福永 真穂

山口県宇部市大小路三丁目1-1-5 犬（13）

平成25年1月10日 平24宇健第14号の1の37

販売

66

田中 尚子

犬々

山口県山陽小野田市大字有帆406番地16 犬（5）

平成25年3月21日 平24宇健第14号の1の39

保管

67

坂井 高登

ペットサロン リンク

山口県宇部市浜町二丁目12-44

平成25年3月29日 平24宇健第14号の1の40

保管

68

神田 仁美

Marie's Dog Cafe

山口県宇部市則貞五丁目5-3松本ビル 犬・猫(6)

平成25年4月30日 平24宇健第14号の1の38

保管

69

藤本 雅弘

ペットサロン Cherish Dogs

山口県宇部市笹山町二丁目5-13

犬・猫(8)

平成26年1月7日 平25宇健第14号の1の8 保管

70

田島 友美

トリミングMOMO

山口県美祢市美東町真名367

犬（2）

平成26年2月3日 平25宇健第14号の1の10 保管

71

能美 りか

ペットサロン パル

山口県山陽小野田市大字郡1928

犬（2）

平成26年1月31日 平25宇健第14号の1の11

72

重村 京子

ペット美容室 プチエジョリ

山口県山陽小野田市大字鴨庄35-53 犬（3）

平成26年2月3日 平25宇健第14号の１の12 保管

73

石川 文夫

宇部乗馬クラブ

山口県宇部市大字善和1073番地

平成26年2月20日 平25宇健第14号の1の13

展示

74

嶋本 展子

Dog Salon Pucci

山口県宇部市東平原二丁目10-31 犬（5）

平成26年4月11日 平26宇健第14号の1の1

保管

75

金江 賢志

グルーミングハウス ランディー 山口県美祢市大嶺町東分3340-31 犬（3）、猫（3）

76

株式会社 花の海

前島 昭博

株式会社 花の海

アフリカゾウ等

犬（5）、猫（4）

馬（20）

保管

平成26年5月7日 平26宇健第14号の1の4 保管

山口県山陽小野田市大字土生3392 牛(2)、山羊（5）、ウサギ（1） 平成26年6月17日 平26宇健第14号の1の5 展示

宇部環境保健所管内（平成28年5月31日現在）
No.

氏名

代表者氏名

事業所の名称

事業所の所在地

主として取扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

77

大木 美智子

ワンワンサロンアリス

山口県宇部市大字上宇部2516－6 犬（30）

平成26年7月11日 平26宇健第14号の1の6

販売

78

大木 美智子

ワンワンサロンアリス

山口県宇部市大字上宇部2516－6 犬（10）、猫（2）

平成26年7月11日 平26宇健第14号の1の7

保管

79

福原 惠子

ドッグオフィスＫ－１

山口県宇部市新天町一丁目3-21

平成26年9月19日 平26宇健第14号の1の12

保管

80

岡本 洋子

My sweet dog

山口県宇部市大字妻崎開作1196番地 犬（20）、猫(3)

平成26年10月1日 平26宇健第14号の1の13

販売

81

川田 香苗

MAHALO

山口県美祢市秋芳町秋吉4902-4

犬（2）

平成26年11月17日 平26宇健第14号の1の14

保管

82

福田 亜弥

ベイビーズブレス

山口県宇部市大字西岐波4364-1

犬（2）

平成26年12月18日 平26宇健第14号の1の16

保管

83

夏原 里美

ペッツパーク宇部店

山口県宇部市居能町二丁目1461-2（ホームプラザナフコ宇部店内）

犬（15）、猫（5）

平成27年3月20日 平26宇健第14号の1の19

販売

84

夏原 里美

ペッツパーク宇部店

山口県宇部市居能町二丁目1461-2（ホームプラザナフコ宇部店内）

犬（10）、猫（5）

平成27年3月20日 平26宇健第14号の1の20

保管

85

松永 久美

Dog Salon Timmy（ドッグサロン ティミー） 山口県宇部市小松原町二丁目2-2 大山ビル1Ｆ

犬（3）、猫（2）

平成27年4月13日 平27宇健第14号の1の1

保管

86

安達 理恵

いぬ吉

平成27年5月12日 平27宇健第14号の1の2

保管

87

西村 朋美

silver moons ship -銀の月舟－ 山口県宇部市大字西岐波4783－5 犬（10）

平成27年7月6日 平27宇健第14号の1の7 販売

88

有限会社ワンラブ

小林 励

ワンラブ おのだサンパーク店 山口県山陽小野田市中川六丁目4番1号 犬（38）、猫（7）

平成27年7月9日 平27宇健第14号の1の5 販売

89

有限会社ワンラブ

小林 励

ワンラブ おのだサンパーク店 山口県山陽小野田市中川六丁目4番1号 犬（4）、猫（1）

平成27年7月9日 平27宇健第14号の1の6 保管

90

伊藤 礼真

ペットの床屋さん しゅりんこ

山口県宇部市常盤町一丁目6-4

犬（6）、猫（1）

平成27年9月24日 平27宇健第14号の1の9

保管

91

藤原 祐子

プチ・カフェ アンジュラ

山口県宇部市中村二丁目2-16

犬（3）、猫（2）

平成27年10月2日 平27宇健第14号の1の10

展示

92

亀井 美穂

わんこの湯 ぼたんゆき

山口県宇部市床波六丁目21-32

犬（2）

平成28年1月26日 平27宇健第14号の1の12

保管

93

冨永 千佳

Mimi

山口県宇部市中村二丁目9-46-2

犬（1）、猫（1）

平成28年2月4日 平27宇健第14号の1の13 保管

犬（5）

山口県山陽小野田市揥山一丁目1-1 犬(10)、猫(1)

石田ビル1階

