山口環境保健所管内第一種動物取扱業者登録簿（平成29年6月30日現在）
No.
氏名又は名称
1 中谷 広志
2 松永 香織

代表者氏名

事業所の名称
アサヒペットホテル
ドッグ オアゾ アスラン

事業所の所在地
山口県山口市大内矢田南六丁目２０－２２
山口県山口市鋳銭司６１２１

主として取り扱う動物の種類及び数
犬(１0)、猫（3）
犬(5)

登録年月日
平成28年7月22日
平成28年7月26日

登録番号
平28山健第147号の1の8
平28山健第147号の1の9

種別
保管
保管

3 古里 宮子

キャットハウス

山口県山口市下小鯖７６５－８

平成29年1月18日

平28山健第147号の1の17

販売

4 堀田 美雪

Luna's House

山口県山口市宮野下１０５４－１

平成29年3月3日

平28山健第147号の1の23

販売

5 酒井 真理子

ｹﾝﾈﾙ＆ｻﾛﾝ ﾊﾟﾌﾟﾜ

山口県山口市宮野上１９６７－５

平成29年4月24日

平29山健第147号の1の8

販売

6 酒井 真理子

ｹﾝﾈﾙ＆ｻﾛﾝ ﾊﾟﾌﾟﾜ

山口県山口市宮野上１９６７－５

猫（70）
オカメインコ(30)、文鳥(20)、セキセイインコ(20)、マメルリ
ハ(8)、アキクサインコ(5)
犬…シェパード、ハスキー、日本スピッツ、チン、パピヨ
ン、ゴールデンレトリーバー、マルチーズ、シーズー、ポ
メラニアン、ヨーキー、柴(80)
犬(8）

平成29年4月24日

平29山健第147号の1の9

保管

平29山健第147号の1の10

販売

平29山健第147号の1の11

保管

7 株式会社柴の家

梅野 一義

株式会社柴の家

山口県山口市吉敷１４８－１

8 株式会社柴の家

梅野 一義

株式会社柴の家

山口県山口市吉敷１４８－１

犬…柴犬、ラブラドール､セットランド、ダックス、ダルメシ
平成29年4月25日
アン、ゴールデンレトリーバー(30)
犬（10）
平成29年4月25日

9 株式会社柴の家

梅野 一義

株式会社柴の家

山口県山口市吉敷１４８－１

犬(7)

平成29年4月25日

平29山健第147号の1の12

訓練

ペットハウス リプリー
ｷｬｯﾃﾘｰ ROMANEECOTI
Pets Famille 山口店
Pets Famille 山口店
ペットサロン プリティハウス

山口県山口市吉敷下東四丁目１－１
山口県山口市大内中央二丁目18-12
山口県山口市黒川８２－１ Mr.MAX山口店内
山口県山口市黒川８２－１ Mr.MAX山口店内
山口県山口市宮野下１０２９－２

犬・猫(10)
猫・・・ペルシャ、エキゾチックショートヘアー(13)
犬(25)、猫(2)
犬(5)、猫(5)
犬（10）
犬（18）、猫（7）、ウサギ（7）、フェレット（2）、ハムスター
（25）セキセイインコ（10）、オカメインコ（3）、チャボ（4）カ
メ（15）、トカゲ（3）
犬（15）、猫（5）、ウサギ（3）、フェレット（2）、セキセイイン
コ（5）、オカメインコ（2）、カメ（3）、トカゲ（1）
哺乳類…ハムスター(15)、ウサギ(4)、モルモット（2）、ハ
リネズミ（6）、デグー(2)、チンチラ（1）、フクロモモンガ（2）
鳥類…セキセイインコ(1)、文鳥(3)、オカメインコ(1)、ウロ
コインコ（4）、ボタンインコ（1）、ワカケホンセイインコ
（1）、コミドリコンゴウインコ（1）、ビセイインコ（1）
爬虫類…水ガメ（2）、陸ガメ(2)、ヒョウモントカゲモドキ
（3）、コーンスネーク（1）、クレステッドゲッコー（3）、フト
アゴヒゲトカゲ（2）、ホカケトカゲ（1）
犬(40)

平成29年4月24日
平成29年5月9日
平成29年4月25日
平成29年4月25日
平成29年5月8日

平29山健第147号の1の4
平29山健第147号の1の15
平29山健第147号の1の6
平29山健第147号の1の7
平29山健第147号の1の14

保管
販売
販売
保管
保管

平成29年4月21日

平29山健第147号の1の2

販売

平成29年4月21日

平29山健第147号の1の3

保管

平成29年5月19日

平29山健第147号の1の16

販売

平成29年5月22日

平29山健第147号の1の7

販売

犬(13)

平成29年5月22日

平29山健第147号の1の19

保管

平成29年5月22日
平成29年5月22日
平成29年5月31日

平25山健第139号の1の2
平29山健第147号の1の18
平29山健第147号の1の20

販売
販売
販売

10
11
12
13
14

倉重 小百合
穂積 幸美
有限会社山陽ペットガーデ 妻鹿 亮輔
有限会社山陽ペットガーデ 妻鹿 亮輔
岡本 敦子

15 有限会社西村錦鳥園

西村 洋

（有）西村錦鳥園
ペットランドあつまれ山口店

山口県山口市維新公園六丁目1-1

16 有限会社西村錦鳥園

西村 洋

（有）西村錦鳥園
ペットランドあつまれ山口店

山口県山口市維新公園六丁目1-1

17 株式会社ダイコー

鈴木 貴雄

ﾍﾟｯﾄﾗﾝﾄﾞｺﾞﾘﾗ山口店

山口県山口市黒川８２番１ Mr.MAX山口店内

18 村上 貴子

ｹﾝﾈﾙ ﾁｬﾝﾌﾟ

山口県山口市上小鯖７０１

19 兼重 潤

ドッグビューティー・ワンズ（阿知須店） 山口県山口市阿知須１０７９－１

20 兼重 潤
21 林 美津子
22 品川 純子

ドッグビューティー・ワンズ（阿知須店） 山口県山口市阿知須1079－1

ブルースターケンネル
MARINE JUN 犬舎

犬(3)
山口県山口市吉敷佐畑二丁目５－１２－１０１ 犬(9)
山口県山口市泉町８－１３
犬（50）

23 中上 智恵

Angel Heart

山口県山口市嘉川２１８５－１

犬(6)

平成29年6月20日

平29山健第147号の1の21

保管

24 山本 利恵

ワンアンドワンハウス

山口県山口市湯田温泉六丁目３－３

犬・猫(8)

平成29年6月28日

平29山健第147号の1の22

保管

25 松代 帰一

ドッグサロン モジャモジャ

山口県山口市阿知須３２２２

犬(5)

平成24年9月19日

平24山健第135号の1の24

保管

26 森重 洋子

dog salon HIRO

山口県山口市小郡光が丘８－２

犬(8)

平成24年10月16日 平24山健第135号の1の26

保管

27 山中 里子

ペットサロン シアン

山口県山口市阿東地福下１０４１－１

犬(１5)

平成24年11月8日

平24山健第135号の1の28

販売

28 山中 里子

ペットサロン シアン

山口県山口市阿東地福下１０４１－１

犬(10)

平成24年11月8日

平24山健第135号の1の29

保管

29 藪野 素秀
30 吉田 千秋
31 株式会社ラ・シャット

DOGS きらら

犬(3)
犬(20)、猫(8)、コモンマーモセット(5)
猫(40)
犬、猫､ハムスター、フェレット、ウサギ、セキセイインコ、
文鳥、カメ、イグアナ(12)
犬（出張訓練のため施設なし）
犬、猫、ウサギ、ハムスター、フェレット(2)、小鳥(1)

平成25年4月17日
平成25年7月22日
平成26年2月14日

平25山健第139号の1の1
平25山健第139号の1の4
平25山健第139号の1の7

販売
販売
展示

平成26年3月14日

平25山健第139号の1の9

保管

平成26年4月30日
平成26年5月29日

平26山健第147号の1の1
平26山健第147号の1の2

訓練
保管

ラ・シャット

山口県山口市江崎２０９－３
山口県山口市深溝１５１４－５０
山口県山口市中市町３－３

32 松清 裕樹

まつきよ動物病院

山口県山口市糸米二丁目１－１

33 大畑 香織
34 鈴木 和弘

フレーバー・ドッグスクール
ナナ動物病院

山口県山口市嘉川３３８５－５７
山口県山口市小郡新町三丁目４－３

松村 明

山口環境保健所管内第一種動物取扱業者登録簿（平成29年6月30日現在）
No.
氏名又は名称
代表者氏名
35 平田 由美
36 有限会社シートン動物病院 平田浩一郎
37 三笠産業株式会社
佐伯 誠

事業所の名称
ひらた動物病院
シートン動病院
ドッグサロン花陰

事業所の所在地
主として取り扱う動物の種類及び数
山口県山口市宮島町２－１ ハイライフビル１階 犬・猫(19)
山口県山口市湯田温泉六丁目６－４５
犬(12)、猫(12)
山口県山口市下小鯖岩端３５３３－５
犬(20)、猫(1)

38 三笠産業株式会社

佐伯 誠

ドッグサロン花陰

山口県山口市下小鯖岩端3533-5

39 有限会社西村錦鳥園

西村 洋

ペットランドあつまれ山口弐番館

山口県山口市本町二丁目２－２４

40 有限会社西村錦鳥園

西村 洋

ペットランドあつまれ山口弐番館
ペット美容室 夢民
（イトゥーリの森動物病院）
RABBIT・HEART
RABBIT・HEART
ペットハウス ポップ

登録年月日
平成27年2月18日
平成28年4月26日

登録番号
平26山健第147号の1の12
平26山健第147号の1の15
平28山健第147号の1の4

種別
保管
保管
保管

平24山健第135号の1の25

販売

平成28年5月6日

平28山健第147号の1の5

販売

山口県山口市本町二丁目２－２４

犬(5)
犬・猫（10～15）、ハムスター（15～20）、ウサギ（10）、
フェレット（2）、セキセイインコ（20）、十姉妹（20）、文鳥
（10）、カナリア（10）、ミドリガメ（30）、ｾﾞﾆガメ（30）
犬・猫（20）、ハムスター（5）、ウサギ（5）、フェレット（3）

平成28年5月6日

平28山健第147号の1の6

保管

山口県山口市鋳銭司天神原１５１２

犬(3)、猫(3)

平成28年12月8日

平28山健第147号の1の14

保管

山口県山口市旭通り１－１－１３ 信和第２ビル ウサギ（10）
山口県山口市旭通り１－１－１３ 信和第２ビル ウサギ（6）
山口県山口市阿知須380-1
犬(50)、猫(30)

平成29年1月17日
平成29年1月17日
平成29年2月2日

平28山健第147号の1の15
平28山健第147号の1の16
平28山健第147号の1の18

販売
保管
販売

あさひ動物病院株式会社

山口県山口市小郡下郷243-16

犬、猫、うさぎ、とり、カメ(17)

平成29年2月20日

平28山健第147号の1の21

保管

46 前沢 康知

山口由良荘

山口県山口市佐山4137-6

犬(20)

平成25年2月13日

平24山健第135号の1の30

販売

47 藤井 則子

犬の散髪屋さん ワンステップ

山口県山口市吉敷中東四丁目21-8

犬(4)

平成25年2月20日

平24山健第135号の1の31

保管

48 辻下 實

一福荘

山口県山口市阿知須4597-4

犬(60)

平成25年8月7日

平25山健第139号の1の5

販売

49 大瀬良 哲弥

MARINE O.犬舎

山口県山口市小郡金堀町33-3

犬(20)

平成25年12月12日 平25山健第139号の1の6

販売

50 京井 美佑紀

MOCO House

山口県山口市佐山4143-3

犬（6）

平成26年2月21日

平25山健第139号の1の8

販売

ARABESUQＵE MARCH

山口県山口市名田島419

犬(9)

平成26年5月26日

平26山健第147号の1の3

販売

わんにゃふる ｉｎ山口

山口県山口市平井366

犬(40)、猫(18)

平成26年6月30日

平26山健第147号の1の4

販売

ドッグサロン ますたっしゅ

山口県山口市佐山９４５番地の２７

犬（４)

平成26年7月15日

平26山健第147号の1の5

保管

平26山健第147号の1の7

展示

41 藤本 信一
42 鈴木 須美恵
43 鈴木 須美恵
44 大岬 千鶴代
45 あさひ動物病院株式会社

原田康隆

51 三輪 沙織
52 有限会社イングス

吉永 芳平

53 小林 夕夏
54 有限会社船方総合農場

(有)船方総合農場

山口県山口市阿東徳佐下1450-39

牛(1)、ポニー(2)、羊(1)、山羊(6)

平成26年9月12日

55 案野 祥子

山口吉田荘

山口県山口市吉田2783-1

犬(3)

平成26年10月16日 平26山健第147号の1の11

販売

56 藤井 綾乃

心犬舎A

山口県山口市吉敷赤田四丁目14-6

犬(7)

平成27年1月20日

平26山健第147号の1の13

販売

57 柳井 貴行

サンポヤ

山口県山口市下市町13-23

犬（6）、猫（3）

平成27年2月27日

平26山健第147号の1の16

販売

58 柳井 貴行

サンポヤ

山口県山口市下市町13-23

犬（17）、猫（3）

平成27年2月27日

平26山健第147号の1の17

保管

59 佐崎 孝一

LONG STATE SAZAKI JP

山口県山口市名田島419

犬(4)

平成27年3月3日

平26山健第147号の1の18

販売

60 水本 和明

山口水本荘

山口県山口市阿知須6356-1

柴犬（5）

平成27年5月7日

平27山健第147号の1の1

販売

61 脇本 雄樹

西京の森どうぶつ病院

山口県山口市大内問田五丁目4-7

犬(12)、猫(12)、ウサギ(2)、インコ(1)

平成27年12月1日

平27山健第147号の1の2

保管

62 田中 紗恵

Dog salon Bow

山口県山口市朝田352番地13

犬(4)

平成28年3月29日

平27山健第147号の1の4

保管

63 株式会社Coo＆RIKU東日本 大久保 浩之

ペットショップCoo＆RIKUサンパークあじす店

山口県山口市阿知須4825-1

犬(62)、猫(10)

平成28年4月21日

平28山健第147号の1の2

販売

64 株式会社Coo＆RIKU東日本 大久保 浩之

ペットショップCoo＆RIKUサンパークあじす店

山口県山口市阿知須4825-1

犬(4)、猫(2)

平成28年4月21日

平28山健第147号の1の3

保管

65 清時 啓史

きよときペットクリニック

山口県山口市大内矢田北四丁目9-20

犬(10)、猫(5)

平成28年6月10日

平28山健第147号の1の7

保管

66 柳沢 照美

わんこのとこや

山口県山口市矢原1432番地6

犬(3)、猫(1)

平成28年9月1日

平28山健第147号の1の10

販売

67 柳沢 照美

わんこのとこや

山口県山口市矢原1432番地6

犬(3)、猫(1)

平成28年9月1日

平28山健第147号の1の11

保管

68 有限会社みやもと動物病院 宮本 忠

有限会社みやもと動物病院

山口県山口市黒川２２６５番地８

犬・猫（26）

平成28年12月1日

平28山健第147号の1の12

保管

坂本 賢一

山口環境保健所管内第一種動物取扱業者登録簿（平成29年6月30日現在）
No.

氏名又は名称

代表者氏名

事業所の名称

事業所の所在地

主として取り扱う動物の種類及び数

登録年月日

登録番号

種別

69 佐貫 菊代

犬の散髪屋さん Coo（クー）

山口県山口市大内御堀1612-7

犬(3)

平成28年12月1日

平28山健第147号の1の13

保管

70 梅田 益子

一福荘

山口県山口市阿知須4597-4

犬(9)

平成29年2月3日

平28山健第147号の1の19

販売

有限会社福田犬猫病院

山口県山口市下竪小路270-1

犬(8)、猫(8)

平成29年2月15日

平28山健第147号の1の20

保管

72 溝上 由美

Sweet land

山口県山口市楠木町1-12

犬(3)

平成29年3月1日

平28山健第147号の1の22

販売

73 郡 真美

ドッグケアハウス 伝

山口県山口市下小鯖4078-20

犬(15)

平成29年3月29日

平28山健第147号の1の24

保管

74 福永 由香里

猫カフェ＆ギャラリー gato

山口県山口市宮野上1227

猫(8)

平成29年4月14日

平29山健第147号の1の1

展示

Petcare&sitter Milky

山口県山口市吉敷赤田四丁目1-15

犬(5)猫(5)ウサギ(2)インコ(1)

平成29年4月25日

平29山健第147号の1の5

保管

みんなであそぼうサンパークあじすおさかな遊園地

山口県山口市阿知須４８２５番地１

ペンギン(1)

平成29年4月28日

平29山健第147号の1の13

展示

71 有限会社福田犬猫病院

福田 泰文

75 竹下 由美子
76

株式会社ツーセブンアドプラニング

今北 隆史

