
名称 所在地

1 哺乳類：犬(10) H19.2.20 令3山健第110号の1の7 販売

2 哺乳類：犬(10) H19.2.20 令3山健第110号の1の8 保管

3
哺乳類：犬(6)、ｳｻｷﾞ、ﾊﾑｽﾀｰ(計50)
鳥　類：小型ﾌｨﾝﾁ中心(計30)
爬虫類：ｶﾒ,ﾄｶｹﾞ(計20)

H19.2.22 令3山健第110号の1の5 販売

4 哺乳類：犬(6) H19.2.22 令3山健第110号の1の6 保管

5 岩永　亜矢子 ドッグ・グルーミング Shampoo 山口県防府市駅南町7-34 岩永　亜矢子 哺乳類：犬(5) H19.3.12 令3山健第110号の1の9 保管

6 坂栄　由美子 しげえだペット美容 山口県防府市戎町2-3-4 坂栄　由美子 哺乳類：犬、猫(計20) H19.3.19 令3山健第110号の1の10 保管

7 山口県防府市新橋町3-21 哺乳類：犬(1) H19.4.19 令3山健第110号の1の12 販売

8 なかの動物病院 山口県防府市新橋町3-20
哺乳類：犬・猫(計4)、フェレット・ウサギ・ハムスター(計9)
鳥類：小型フィンチ類(3)
爬虫類：カメ(2)

H26.9.29 平31山健第110号の1の9 保管

9 杉山　理樹 ハウスアパレオ 山口県防府市大字下右田954-3 杉山　理樹 哺乳類：犬(5) H29.4.17 令3山健第110号の1の13 販売

10 伊東　絹代 山口県防府市大字田島334-3 伊東　絹代 哺乳類：犬(17) H19.5.2 令4山健第110号の1の1 販売

11 國弘　朝美 山口県防府市大字高井361-1 國弘　　朝美 哺乳類：猫(14) H19.5.25 令4山健第110号の1の6 販売

12 福田　千津子 Happiness field 山口県防府市中泉町9-43-5 福田　千津子 哺乳類：犬(30) H21.4.27 平31山健第110号の1の1 販売

13 三輪　愛子 犬の美容室 ラブ 山口県防府市大字大崎474-3 三輪　愛子 哺乳類：犬(2) H21.5.15 令2山健第110号の2の1 保管

14 柿山　優実 トリミングサロン わんわんフレンド 山口県防府市お茶屋町2-15 柿山　優実 哺乳類：犬(9) H21.5.29 平31山健第110号の1の4 保管

15 今澄　修一 RaiRa 山口県防府市栄町1-6-1 細川　美祐 哺乳類：犬(3) H24.1.10 令3山健第110号の1の4 保管

16
株式会社乗馬クラブクレ
イン

竹野　正次 乗馬クラブクレイン多々良 山口県防府市大字切畑783 植松　徳夫 哺乳類：馬(59) H24.3.15 令3山健第110号の1の11 展示

17 藤井　めぐみ ドッグサロン テラ 山口県防府市新橋町3-5 藤井　めぐみ 哺乳類：犬(5) H24.9.4 令4山健第110号の1の10 保管

18 杉田　万里子 どさんこ牧場 龍 山口県防府市大字大崎1416‐1 杉田　龍 哺乳類：馬(2) H26.5.12 平31山健第110号の1の3 展示

19
株式会社ファミー動物病
院

新田　直正 ファミー動物病院 山口県防府市開出本町12-9 沖汐　恵 哺乳類：犬(5) H27.12.17 令2山健第110号の1の5 訓練

20 石川　千春 Grooming Studio Cologne 山口県防府市石が口一丁目3-39 石川　千春 哺乳類：犬(6) H28.2.5 令2山健第110号の1の6 保管

21 伊勢　玲子 ROYAL ROAD 山口県防府市大字浜方198-116 伊勢　玲子 哺乳類：犬(13) H28.2.22 令2山健第110号の1の7 販売

22 猪俣　奈美 ひまわり犬舎 山口県防府市伊佐江町21-5 猪俣　奈美 哺乳類：犬(15) H28.12.2 令3山健第110号の1の1 販売

23 實政　礼子 RAVIEGE 山口県防府市華浦一丁目5-8 實政　礼子 哺乳類：犬(8) H29.11.9 令4山健第110号の1の11 販売

24 株式会社二助企画 田松　晃 株式会社二助企画 山口県防府市松崎町14-1　防府天満宮 古川　望美 哺乳類：ニホンザル(1) H29.12.8 令4山健第110号の1の12 展示

25 久冨　咲子 ドッグサロン ティコ 山口県防府市大字台道3541 久冨　咲子 哺乳類：犬(3) H30.3.26 平29山健第115号の16 保管

26 西野　惠子 山口県防府市東三田尻一丁目13-19 西野　惠子 哺乳類：犬(11) H30.5.30 平30山健第115号の1 販売

中野　園子

佐田　光介 山口県防府市大字田島1236-2 藤山　奈津子

中野　正司

エムペット

山本　伝三良 山口県防府市平和町15-10 山本　由江
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27 内田　和子 バブルワン 山口県防府市大字田島1347-12 内田　和子 哺乳類：犬(2)、猫(2) H30.7.19 平30山健第115号の2 保管

28 光永　智子 MITTO企画 山口県防府市岩畠三丁目1-7 光永　智子 哺乳類：猫(40) H30.12.26 平30山健第115号の4 販売

29 哺乳類：ヤギ(7) R1.6.12 平31山健第110号の1の5 販売

30 哺乳類：ヤギ(7) R1.6.12 平31山健第110号の1の6 展示

31 斉家　恵 Gratia 山口県防府市大字新田581-1 斉家　恵 哺乳類：犬(5) R1.7.2 平31山健第110号の1の7 保管

32 哺乳類：犬(20)、猫(8) R1.9.12 平31山健第110号の1の10 販売

33 哺乳類：犬(8)、猫(4) R1.9.12 平31山健第110号の1の11 保管

34 株式会社いない 稲井　陽一郎 ペッツパーク防府店 山口県防府市大字植松551-2 野田　和美

哺乳類：ウサギ(18)、ハムスター(80)、シマリス(6)、フェレット(4)他7種(19)、
鳥類：インコ(25)、文鳥(10)、十姉妹(10)、キンカチョウ(5)、カナリア(3)、メン
フクロウ(1)、シュバシキンセイチョウ(5)、爬虫類：陸ガメ(15)、カメ(13)、トカ
ゲ(6)、カメレオン(1)、バジリスク(1)他5種(11)

R1.11.8 平31山健第110号の1の12 販売

35 哺乳類：犬(25)、猫(5) R1.11.15 平31山健第110号の1の13 販売

36 哺乳類：犬(9)、猫(3) R1.11.15 平31山健第110号の1の14 保管

37 山本　歩 佐波川夕陽ヶ原牧場 山口県防府市大字植松2140 山本　歩
哺乳類：ヤギ(30)、ウサギ(10)、モルモット(20)、
鳥類：小鳥(インコ類、フィンチ類)(80)

R1.11.20 平31山健第110号の1の15 販売

38 岩田　悦子 犬の美容室 ルーシー 山口県防府市西仁井令町二丁目24－3 岩田　悦子 哺乳類：犬(2) R1.11.28 平31山健第110号の1の16 保管

39 日野　智恵子 ドッグ・ワン 山口県防府市大字江泊1126-4 日野　智恵子 哺乳類：犬(14) 43907 平31山健第110号の1の18 販売

40 哺乳類：犬(14)、猫(5) R2.11.4 令2山健第110号の1の2 販売

41 哺乳類：犬(14)、猫(5) R2.11.4 令2山健第110号の1の3 保管

42 哺乳類：犬(14)、猫(5) R2.11.4 令2山健第110号の1の4 訓練

43 久保　亜未 クレディ 山口県防府市大字佐野1464-2 久保　亜未
哺乳類：犬(5)、猫(5)、ウサギ、ハムスター、モルモット、フェレット(5)
鳥類：インコ(3)

R4.4.28 令4山健第110号の1の2 保管

44 山本　夕紀 大安七福荘 山口県防府市大字奈美927番地 山本　夕紀 哺乳類：犬(7) R4.5.18 令4山健第110号の1の3 販売

45 埜村　希久子 希守庵荘 山口県防府市大字上右田2614-13 埜村　希久子 哺乳類：犬(6) R4.5.23 令4山健第110号の1の4 販売

46 村上　貴子 ケンネル チャンプ 山口県防府市大字佐野694 村上　貴子 哺乳類：犬(15) R4.5.23 令4山健第110号の1の5 販売

47 哺乳類：犬(8) R4.6.28 令4山健第110号の1の7 販売

48 哺乳類：犬(8) R4.6.28 令4山健第110号の1の8 保管

49 岸村　真歩 Dog spa GIFT 山口県防府市岡村町573番 岸村　真歩 哺乳類：犬(1) R4.8.16 令4山健第110号の1の9 保管

石川　将史 Dog&Cafe House あふろでぃーて 山口県防府市牟礼今宿一丁目18-23 石川　将史

林　純也 ドッグライフサポートセンターReliSt 山口県防府市大字江泊1745-4 林　純也

株式会社アビーロード 手嶋　大悟 ペッツパーク防府店（アビーロード） 山口県防府市大字植松551-2 田口　有希恵

株式会社ケン＆1 西廼　賢介 ペットショップケン＆ワン 防府店 山口県防府市鐘紡町7-1　イオンモール防府1階 東　未来

山本　清子株式会社いきものがかり 山本　清子 株式会社いきものがかり 山口県防府市勝間三丁目12-45
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