
名称 所在地

1 村﨑　悠 M's house 山口県光市浅江七丁目22-8 村﨑　悠 犬(3) H18.7.19 令3周健第5-2-3号 保管

2 清水　秀樹 R動物病院 山口県周南市遠石3-6-23 神田　智江 犬(3)、猫(3) H18.11.14 令3周健第5-2-5号 保管

3 阿川　恵子 ペットシッターSOS 周南店 山口県周南市遠石1-4-62-602号 阿川　恵子 犬(5)、猫(5) H18.11.28 令3周健第5-2-6号 保管

4 伊藤　恵美 ペットランドキャロット 山口県周南市相生町1-5ヴィラテラスITOH 1F 伊藤　恵美 犬(1) H19.1.24 令3周健第5-2-11号 保管

5 山口　寿美子 DOG LOVE 山口県光市室積新開1-7-31 山口　寿美子 犬(7) H19.1.24 令3周健第5-2-10号 保管

6 宮崎　京子 ティム犬舎 山口県周南市飯島町2-30 宮崎　京子 犬(30) H19.3.28 令3周健第5-1-9号 販売

7 中林　寿美 ペットライフすみすみ 山口県周南市大字大河内幸ヶ丘2100-111 中林　寿美 犬(6) H19.3.30 令3周健第5-2-14号 保管

8
有限会社三谷獣医科病
院

三谷　恭二 三谷獣医科病院 山口県周南市東北山一丁目2-15 三谷　史子 犬・猫(8) H19.4.6 令4周健第5-2-1号 保管

9 角谷　義廣 ドッグセンター角谷 山口県周南市遠石3-1-5 角谷　絋一朗 犬(20) H19.5.10 令4周健第5-1-1号 販売

10 角谷　義廣 犬の訓練学校角谷 山口県周南市中須北1841-1 角谷　義廣 犬(5) H19.5.10 令4周健第5-2-5号 保管

11 角谷　義廣 ドッグセンター角谷 山口県周南市遠石3-1-5 角谷　絋一朗 犬(20) H19.5.10 令4周健第5-2-4号 保管

12 徳原　清美 ももちゃんち 山口県周南市清光台町15-17 徳原　清美 犬(3) H19.5.10 令4周健第5-2-3号 保管

13 中山　理津乃
Dog salon Re-Miu ドッグサロン
レ・ミュウ

山口県下松市中市一丁目10-22 中山　理津乃 犬(6) H19.5.23 令4周健第5-2-6号 保管

14 境　浩徳 シャロウウエイドケネル 山口県周南市大字久米3274-1 境　浩徳 犬(60) H19.5.24 令4周健第5-1-2号 販売

15 木村　幸枝 ペットハウス キムラ 山口県周南市本陣町13-11 木村　幸枝 犬(5) H19.5.25 令4周健第5-2-9号 保管

16 姫野　和恵 姫野 山口県下松市潮音町三丁目14-18 姫野　和恵 犬(2) H19.5.29 令4周健第5-2-11号 保管

17 守田　摩央 スマイリードッグ 山口県周南市城ヶ丘四丁目8-22 守田　摩央 犬(7) H19.6.1 令4周健第5-2-10号 保管

18 磯崎　久志 山口県周南市大字須々万本郷344-1 磯崎　久志 犬(8) H19.6.1 令4周健第5-1-4号 販売

19 廣本　和幸 ペットの里・アンジャーヌ 山口県周南市須々万奥474-3 廣本　明美 犬(4) H19.6.1 令4周健第5-2-2号 保管

20 古城　勉 緑山家庭犬警察犬訓練所 山口県周南市大字須々万奥26-1 古城　勉 犬(25) H19.6.1 令4周健第5-2-7号 保管

21 古城　勉 緑山家庭犬警察犬訓練所 山口県周南市大字須々万奥26-1 古城　勉 犬(25) H19.6.1 令4周健第5-4-1号 訓練

22 周南市 周南市長 周南市徳山動物園 山口県周南市大字徳山5846 橋本　千尋

ニホンザル(2)、ブラッザグエノン(2)、マントヒヒ(4)、マンドリル
(2)、チンパンジー(1)、セグロジャッカル(1)、ドール(1)、ニッポン
ツキノワグマ(2)、ホッキョクグマ(1)、マレーグマ(2)、ライオン
(2)、アムールトラ(2)、カバ(1)、アミメキリン(3)、オオワシ(1)、
パラグアイカイマン(1)、アフリカニシキヘビ(1)、ヒョウ(1)、イン
ドニシキヘビ(1)
以上を含め哺乳綱39種、鳥綱70種、爬虫綱18種

H19.6.1 令4周健第5-5-1号 展示

23 山口　信行 下松全犬種クラブ 山口県周南市大島555-4 山口　信行 犬 H19.6.1 令4周健第5-1-3号 販売

24 中井　悟 アイリー動物病院 山口県周南市大字呼坂738-2 西岡　美香
犬(5)、猫(4)、ウサギ(4)、フェレット(4)、ハムスター(10)、チンチ
ラ(1)、モルモット(1)、セキセイインコ(1)、文鳥(1)、オカメインコ
(1)

H19.6.12 令4周健第5-2-12号 保管
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25 吉弘　由美子 グルーミングスタジオ307 山口県周南市清水二丁目13-15 吉弘　由美子 犬(4) H19.10.1 令4周健第5-2-18号 保管

26 池田　ちかこ DOG SALON はな 山口県周南市大字徳山4861-6 池田　幸恵 犬・猫(3) H20.1.28 平29周健第5-2-25号 保管

27 宮本　祥子 犬の美よう室Puff. 山口県下松市大字河内字八口2774-1 宮本　祥子 犬(5)、猫(1) H20.5.28 平30周健第5-2-2号 保管

28 中村　千奈美 Pet House Dog-Anny 山口県周南市周陽1-7-6 中村　千奈美 犬・猫(6) H20.7.30 平30周健第5-2-3号 保管

29 有限会社若宮産業 土井　富夫 わんわんらんどティーズ周南店 山口県周南市古市１丁目4-1 吉田　明代 犬(36)、猫(6) H21.7.17 平31周健第5-1-1号 販売

30 杉村　玲子 スイート・ダンデリオン 山口県周南市鹿野上3272 杉村　玲子 犬(9) H22.9.24 令2周健第5-1-3号 販売

31 森重　純子 公認 防長第２０警察犬訓練所 山口県光市大字束荷一の瀬1941-1 森重　純子 犬(20) H23.2.17 令2周健第5-2-7号 保管

32 森重　純子 公認 防長第２０警察犬訓練所 山口県光市大字束荷一の瀬1941-1 森重　純子 犬(20) H23.2.17 令2周健第5-4-1号 訓練

33 藤井　久子 DOG BUBBLES 山口県周南市大字呼坂1006-194 藤井　久子 犬(8)、猫 H23.11.10 令3周健第5-2-4号 保管

34 中村　良子 マリー 山口県周南市新宿通6-1-41 中村　良子 犬(20)、猫(6)、小動物(1)、インコ・スズメ(1) H24.1.4 令3周健第5-2-7号 保管

35 株式会社ラビータ 洲脇　誠司
ペットリゾート ラビータ ゆめ
タウン下松店

山口県下松市中央町21-3 橋坂　厚美

犬(15)、猫(3)、ウサギ(25)、ハムスター(50)、モルモット(8)、フェ
レット(6)、セキセイインコ(10)、十姉妹(10)、アヒル(2)、チャボ
(2)、カナリア(10)、ヨウム(1)、ルリコンゴウインコ(1)、オカメイ
ンコ(3)、ミドリガメ(20)、ゼニガメ(20)、ミシシッピニオイガメ
(5)、カブトニオイガメ(5)、レッドベリー(10)、イエローベリー
(10)、ベルツノガエル(4)、ホシガメ(3)、ヒョウモントカゲモドキ
(4)、フトアゴヒゲトカゲ(6)、ギリシャリクガメ(3)

H24.4.20 令3周健第5-1-8号 販売

36 株式会社ラビータ 洲脇　誠司
ペットリゾート ラビータ ゆめ
タウン下松店

山口県下松市中央町21-3 橋坂　厚美 犬(15)、猫(3) H24.4.20 令3周健第5-2-15号 保管

37
ダックストレーディン
グ㈲

浪江　智恵里 ワンステップ 山口県周南市戎町三丁目30-2 浪江　智恵里 犬(11) H24.7.6 令4周健第5-1-6号 販売

38
ダックストレーディン
グ㈲

浪江　智恵里 ワンステップ 山口県周南市戎町三丁目30-2 浪江　智恵里 犬(11) H24.7.6 令4周健第5-2-13号 保管

39 煙草谷　幹子 ペットサロンMIKI 山口県周南市東山町1-14 小川　萌果 犬(3)、猫(1) H24.7.27 令4周健第5-2-14号 保管

40 株式会社光成 中村　成志 ペットショップ ぱぴずむ 山口県周南市新宿通五丁目131番地 西原　淳子 犬・猫(20) H24.8.22 令4周健第5-1-8号 販売

41 株式会社光成 中村　成志 ペットショップ ぱぴずむ 山口県周南市新宿通五丁目131番地 西原　淳子 犬・猫(20) H24.8.22 令4周健第5-2-16号 保管

42 有限会社シラナガ 白永　伸行 (有)シラナガ 山口県周南市桜木二丁目12番18号 半田　美穂 犬(3)、猫(3)、ウサギ(1)、ハムスター(1)、フェレット(1) H25.1.22 平29周健第5-2-24号 保管

43 藤井　麻未
トリミングショップ ponpon
tail

山口県周南市福川二丁目10-23 藤井　麻未 犬(7) H25.11.15 平30周健第5-2-6号 保管

44 宮崎　保 犬ネル 山口県周南市相生町1-39 宮崎　真智子 犬(9) H26.2.17 平30周健第5-1-3号 販売

45 和田　美幸 ドッグサロン Hug 山口県周南市大字栗屋575 和田　美幸 犬(3) H26.6.20 平31周健第5-2-3号 保管

46 濱部　美千惠 DIAMOND CITY KENNEL 山口県周南市大島1274-1 濱部　美千惠 犬(70) H27.3.13 平31周健第5-1-5号 販売

47 佐々木　亮 ドッグサロン Smile 山口県周南市大字徳山4492-9 佐々木　亮 犬・猫(10) H27.4.30 令2周健第5-2-1号 保管

48 丸子　直美 Pet salon marco 山口県下松市潮音町六丁目17-12 丸子　直美 犬猫(9) H27.10.7 令2周健第5-2-2号 保管

49 小西　規方 熊毛荘 山口県周南市清尾316 小西　規方 犬(12) H27.12.3 令2周健第5-1-5号 販売

50 藤井　剛 ペットショップ Puppies Woof 山口県周南市北山一丁目1番22号 藤井　剛 犬(10)、猫(5) H28.1.25 令2周健第5-1-7号 販売
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51 藤井　剛 ペットショップ Puppies Woof 山口県周南市北山一丁目1番22号 藤井　剛 犬(10)、猫(5) H28.1.25 令2周健第5-2-8号 保管

52 清崎　直樹
Dog Salon fam（ドッグサロン
ファム）

山口県光市虹ヶ浜三丁目2-25　第3寿ビル102号 清崎　直樹 犬(2)、猫(2) H28.4.13 令3周健第5-2-1号 保管

53
ダックストレーディン
グ有限会社

浪江　智恵里 ダックストレーディング㈲ 山口県周南市大字大島89-97 浪江　成泰 犬(30) H28.7.13 令3周健第5-1-2号 販売

54 大谷　英智 アールロング犬舎 山口県周南市樋口642-2 大谷　英智 犬(9) H28.8.4 令3周健第5-1-3号 販売

55 廣本　明美 ペットの里・アンジャーヌ 山口県周南市須々万奥474-3 廣本　明美 犬(9) H28.12.27 令3周健第5-1-4号 販売

56 藤井　宏大 DOG SALON ROOM 山口県周南市新田一丁目18-3 藤井　宏大 犬(4) H29.2.9 令3周健第5-2-9号 保管

57 株式会社アミーゴ 中村　友秀 ペットワールドアミーゴ周南店
山口県周南市古市一丁目4番1号
イオンタウン周南SC内

大西　恭史

ハムスター(30)、ウサギ(6)、フェレット(5)、モルモット(4)、モモ
ンガ(4)、ハリネズミ(3)、デグー(4)、シマリス(4)、チンチラ(3)、
セキセイインコ(10)、文鳥(5)、オカメインコ(3)、コザクラインコ
(2)、ボタンインコ(2)、十姉妹(5)、中型インコ(3)、ゼニガメ(10)、
イシガメ(5)、ニオイガメ(5)、ヘビ(8)、リクガメ(6)、トカゲヤモリ
類(10)

H29.3.1 令3周健第5-1-6号 販売

58 株式会社アミーゴ 中村　友秀 ペットワールドアミーゴ周南店
山口県周南市古市一丁目4番1号
イオンタウン周南SC内

大西　恭史 犬(10)、猫(6) H29.3.1 令3周健第5-2-13号 保管

59 山本　寛 リンネトリヤ 山口県周南市緑町三丁目42 山本　寛 小型インコ(10)、中型インコ(4) H29.3.22 令3周健第5-1-10号 販売

60 桑原　未来 MULBERRY 山口県下松市生野屋南三丁目2-26 桑原　未来 犬(5) R4.11.30 令4周健第5-1-9号 販売

61 吉村　奈保美
ドッグトータルアドバイザー
With Dog

山口県光市大字小周防2544番地1 吉村　奈保美 犬(9) H29.5.22 令4周健第5-4-2号 訓練

62 吉村　奈保美
ドッグトータルアドバイザー
With Dog

山口県光市大字小周防2544番地1 吉村　奈保美 犬(9) H29.5.22 令4周健第5-2-8号 保管

63 飯谷　夏乃 DIAMOND BOMBOM 山口県周南市栗屋285-15 飯谷　夏乃 犬(11) H29.6.13 令4周健第5-1-7号 販売

64 菅野　まゆ美 ドッグサロン Ohana 山口県周南市青山町5-24 菅野　まゆ美 犬(3) H29.8.16 令4周健第5-2-15号 保管

65 フランダース合同会社 藤田　由香 フランダース 山口県光市木園一丁目4番7号 藤田　凪子 犬(10)、猫(1) H29.12.22 令4周健第5-2-19号 保管

66 冨田　学 ローカル 山口県周南市大字呼坂788-11 冨田　学
犬、猫、ハムスター、うさぎ

H30.3.1 平29周健第5-2-26号 保管

67 國澤　優希 Dog salon Cherish. 山口県下松市古川町四丁目1-16 國澤　優希 犬(2) H30.4.13 平30周健第5-2-1号 保管

68 兼本　修二
愛犬トータルサポート プラス・
わん

山口県下松市北斗町4-5 三土井　奈美江 犬(20) H30.9.10 平30周健第5-2-4号 保管

69 兼本　修二
愛犬トータルサポート プラス・
わん

山口県下松市北斗町4-5 三土井　奈美江 犬(20) H30.9.10 平30週健第5-4-1号 訓練

70 坂根　竜輝 月陽爬虫類専門店 山口県光市光井七丁目32-4 坂根　竜輝
ファンシーラット(5)、ヒョウモントカゲモドキ(30)、フトアゴヒゲ
トカゲ(3)、ボールニシキヘビ(3)

H30.12.7 平30周健第5-1-1号 販売

71 吉永　尚司 Kaede 山口県周南市大字久米3005 吉永　尚司
コツメカワウソ(2)、ミーアキャット(2)、ショウガラゴ(2)、フェ
レット(2)、リチャードソンジリス(2)、チンチラ(2)、フクロモモン
ガ(30)、デグーマウス(5)、ウサギ(5)

H31.1.28 平30周健第5-1-2号 販売

72 吉永　尚司 Kaede 山口県周南市大字久米3006 吉永　尚司
コツメカワウソ(2)、ミーアキャット(2)、ショウガラゴ(2)、フェ
レット(2)、リチャードソンジリス(2)、チンチラ(2)、フクロモモン
ガ(30)、デグーマウス(5)、ウサギ(5)

H31.1.28 平30周健第5-5-1号 展示

73 髙浦　智也 太華動物病院 山口県周南市二番町三丁目9番地の1 高浦　智也 犬(8)、猫(4)、ウサギ(2)、ハムスター(1)、インコ(1)、文鳥(1) H31.2.15 平30周健第5-2-7号 保管

74 内山　昌晃 DOGSALON SHIRO 山口県周南市飯島町2丁目28 内山　恭子 犬(4)、猫(4) R1.5.24 平31周健第5-2-1号 保管

75 松岡　良枝 Dog Salon Milky 山口県下松市清瀬町一丁目14番28号 松岡　良枝 犬(6) R1.6.6 平31周健第5-2-2号 保管

76
有限会社フラップオー
ト・ジャスティス

Flap Bird 山口県下松市切山22-2 鬼武　実加 インコ(20)、オウム(10) R1.9.3 平31周健第5-1-2号 販売
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77 西村　登 長州西村犬舎 山口県下松市美里町二丁目4番1号 西村　登 犬(9) R2.1.23 平31周健第5-1-3号 販売

78 清水　寛子 パートナーズ ドッグ 山口県周南市湯野1948 清水　寛子 犬(10) R2.2.21 平31周健第5-2-4号 保管

79 清水　寛子 パートナーズ ドッグ 山口県周南市湯野1948 清水　寛子 犬(10) R2.2.21 平31周健第5-4-1号 訓練

80 周南市 周南市長 周南市徳山動物園 山口県周南市大字徳山5846 橋本　千尋 オグロプレーリードッグ(17) R2.3.2 平31周健第5-1-4号 販売

81 上田　恵那 山猫軒 山口県光市室積村770 上田　恵那 猫(10) R2.7.17 令2周健第5-5-1号 展示

82 株式会社いない 稲井　陽一郎
ペッツパーク イオンタウン周南
久米店

山口県周南市大字久米2867 岡本　学

ミニウサギ(6)、短毛モルモット(2)、ライオンラビット(4)、ネザー
ランド(4)、ロップイヤー(4)、シマリス(6)、チンチラ(2)、フェレッ
ト(4)、フェットテールジャービル(5)、デグーマウス(3)、ハリネズ
ミ(3)、ヤマネ(2)、モモンガ(2)、ジャンガリアンハムスター(10)、
ブラックジャンガリアンハムスター(10)、イエロージャンガリアンハ
ムスター(10)、パールホワイトハムスター(10)、ブルーサファイアハ
ムスター(10)、ロボロフスキーハムスター(10)、ゴールデンハムス
ター(10)、キンクマハムスター(10)、セキセイインコ(10)、白文鳥
(5)、白十姉妹(5)、並十姉妹(5)、桜文鳥(5)、キンカチョウ(5)、コ
ガネメキシコインコ(1)、シュバシキンセイチョウ(5)、小桜インコ
(5)、カナリア(3)、ボタンインコ(3)、オカメインコ(2)、メンフクロ
ウ(1)、モモイロインコ(1)、アキクサインコ(3)、バジリスク(1)、イ
ンドホシ陸ガメ(1)、ホカケトカゲ(1)、グリーンイグアナ(1)、マラ
カイトハリトカゲ(1)、ベニマワリセタカガメ(1)、カブトニオイガメ
(1)、ロシア陸ガメ(1)、ヒョウモン陸ガメ(3)、ジーベンロックナガ
クビガメ(2)、スペインイシガメ(2)、フトアゴトカゲ(3)、ヒョウモ
ントカゲモドキ(5)、カメレオン(1)、ヘルマン陸ガメ(1)、ミシシッ
ピニオイガメ(3)、アカメカブトトカゲ(1)、ミスジドロガメ(3)、ニ
シキマゲクビガメ(3)、マルギナータ陸ガメ(3)、パンケーキ陸ガメ
(3)、ゲイリートゲオアガマ(1)、ヘルメットゲッコー(3)、クレス
テッドゲッコー(1)

R2.8.31 令2周健第5-1-1号 販売

83 株式会社ケン＆１ 西廼　賢介
ペッツパーク イオンタウン周南
久米店

山口県周南市久米中央五丁目6番1号 新川　由美子 犬(10)、猫(3) R2.8.31 令2周健第5-1-2号 販売

84 株式会社ケン＆１ 西廼　賢介
ペッツパーク イオンタウン周南
久米店

山口県周南市久米中央五丁目6番1号 新川　由美子 犬(12)、猫(4) R2.8.31 令2周健第5-2-1号 保管

85 石本　美佐代 ドッグサロンPono 山口県下松市東陽二丁目23-13 石本　美佐代 犬、猫(4) R2.11.20 令2周健第5-2-4号 保管

86 中森　作 ペットジャンプ 山口県周南市小松原783-1 中森　作 犬(63)、猫(9) R2.12.1 令2周健第5-1-6号 販売

87 中森　作 ペットジャンプ 山口県周南市小松原783-1 中森　作 犬(63)、猫(9) R2.12.1 令2周健第5-2-5号 保管

88 清崎　直樹
Dog Salon fam（ドッグサロン
ファム）

山口県下松市瑞穂町二丁目16-3 松園　勇輝 犬(2)、猫(2) R3.1.22 令2周健第5-2-6号 保管

89 佐伯　京子 Chien 山口県下松市末武上458-7 佐伯　京子 犬(2) R3.2.17 令2周健第5-2-10号 保管

90 株式会社むらさき 村崎　洋一 周防猿まわしの会 山口県光市浅江7-18-25 吉村　誠二 サル(9) R3.7.1 令3周健第5-5-1号 展示

91 坊田　唯 Dog Salon Berry's 山口県下松市南花岡二丁目13番22号 坊田　唯 犬(2) R3.7.26 令3周健第5-2-2号 保管

92 二條久保　静香 光アニマルケアクリニック 山口県光市室積神田三丁目20 二條久保　静香 犬・猫(4) R4.1.17 令3周健第5-2-8号 保管

93 山本　美帆 uni（ウニ） 山口県周南市大字須々万奥168-8 山本　美帆 犬(2) R4.2.10 令3周健第5-2-12号 保管

94 小西　亜夢 Noble Blaufee 山口県周南市江の宮町4-26 小西　亜夢 犬(2) R4.2.25 令3周健第5-1-7号 販売

95 坂根　竜輝 月陽爬虫類専門店 山口県光市中央三丁目4-23 坂根　竜輝 トカゲ(20)、モニター(10)、ヤモリ(250)、リクガメ(10)、ヘビ(30) R4.3.30 令3周健第5-1-11号 販売

96 丸子　直美 PET SALON MARCO 山口県下松市潮音町五丁目864-12 丸子　直美 犬(9) R4.9.8 令4周健第5-2-17号 保管
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