
名称 所在地

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 細野　貴美 犬(6) H18.6.27 令3宇健第33号の1の4 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 細野　貴美 犬(5) H18.6.27 令3宇健第33号の1の5 保管

3 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 金井　久男 犬(30) H18.8.10 令3宇健第33号の1の10 販売

4 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 木屋　洋子 犬(4) H18.9.20 令3宇健第33号の1の12 保管

5 森上　洋子 小夢 山口県宇部市亀浦二丁目1-32 森上　洋子 犬(15) H18.10.23 令3宇健第33号の1の15 販売

6 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 白井　小百合 犬(10) H19.1.9 令3宇健第33号の1の23 販売

7 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 明石　信江 犬(6) H19.1.26 令3宇健第33号の1の21 販売

8 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 明石　信江 犬(3) H19.1.26 令3宇健第33号の1の22 保管

9 兼重　清子 ワンズK.K 山口県宇部市大字東岐波2585番地 兼重　清子 犬(25) H19.2.21 令3宇健第33号の1の25 販売

10 安田　清美 ドッグハウス CHARMY 山口県宇部市則貞一丁目3-33 安田　清美 犬(10)、猫(2) H19.4.6 令3宇健第14号の1の26 保管

11 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 高末　ケイ子

ハムスター(10)
セキセイインコ(30)、ボタンインコ(5)、小桜インコ(6)、オカメイン
コ(1)、十姉妹(6)、文鳥(6)、キンカ鳥(6)
カメ(5)

H19.4.27 令4宇健第33号の1の4 販売

12 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 藤津　和則 犬(15)、猫(8) H19.5.23 令4宇健第33号の1の5 販売

13 小村　美加 ペットサロン Poorin 山口県宇部市厚南北一丁目6-6 小村　美加 犬(12)、猫(6) H19.5.24 令4宇健第33号の1の1 保管

14
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 武重　慎之介

犬(15)、猫(10)、ハリネズミ(2)、モモンガ(2)、シマリス(3)、モル
モット(2)、ウサギ(6)、ハムスター(50)、サンドジャービル(1)、チ
ンチラ(2)、デグー(2)、フェレット(5)、アフリカヤマネ(2)、リ
チャードソンジリス(1)、ラット(1)
セキセイインコ(15)、小桜インコ(12)、カナリヤ(5)、十姉妹(5)、ウ
ズラ(4)、文鳥(10)、マメルリハ(3)、ビセイインコ(2)、サザナミイ
ンコ(3)、オカメインコ(5)、錦花鳥(4)、ウロコインコ(2)、胡錦鳥
(5)
ヘビ(2)、水カメ(10)、カブトニオイガメ(1)、陸ガメ(3)、ヒョウモ
ントカゲモドキ(2)、フトアゴヒゲトカゲ(2)

H19.5.30 令4宇健第33号の1の16 販売

15 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 京極　ゆかり 犬(5)、猫(2)、ウサギ(1) H19.5.30 令4宇健第33号の1の12 保管

16 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 松常　龍次 犬(20) H19.5.31 令4宇健第33号の1の13 訓練

17
公益財団法人宇部市常
盤動物園協会

末次　宣正
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4-1 木村　嘉孝

フタユビナマケモノ(5)、ミナミコアリクイ(2)、ワオキツネザル
(20)、エリマキキツネザル(10)、ジェフロイクモザル(21)、フサオマ
キザル(20)、コモンリスザル(20)、ブラッザグエノン(9)、パタスモ
ンキー(37)、クロザル(25)、ニホンザル(31)、ボンネットモンキー
(171)、シシオザル(8)、トクモンキー(18)、ハヌマンラングール
(32)、シロテテナガザル(30)、ボルネオシロヒゲテナガザル(2)、ア
ジルテナガザル亜種(2)、タヌキ(10)、コツメカワウソ(10)、ミーア
キャット(10)、アルパカ(5)、トカラヤギ(10)、ヤギ(10)、テンジク
ネズミ(50)、カピバラ(10)、カイウサギ(30)
ハイイロペリカン(15)、モモイロペリカン(15)、クロツラヘラサギ
(10)、チリーフラミンゴ(20)、オシドリ(10)、コクチョウ(1)、コブ
ハクチョウ(30)、トビ(5)、ハヤブサ(5)、ルリコンゴウインコ(5)、
ベニコンゴウインコ(5)、メンフクロウ(5)、フクロウ(5)
グリーンイグアナ(2)

H19.5.31 令4宇健第33号の1の14 展示

山口県宇部環境保健所管内第一種動物取扱業登録状況(令和4年12月末時点)

登録
年月日

登録
番号

種別番号 氏名又は名称
法人の

代表者氏名

事業所
動物取扱責任者 主として取り扱う動物の種類及び数

1 / 6 



名称 所在地

登録
年月日

登録
番号

種別番号 氏名又は名称
法人の

代表者氏名

事業所
動物取扱責任者 主として取り扱う動物の種類及び数

18 渡邉　耕造 botan123 山口県宇部市大字西岐波2069 渡邉　耕造
カナリヤ(100)、ブンチョウ(40)、中型インコ(20)、十姉妹(30)、ダ
イヤ(20)、コキン(20)、オキナインコ(2)

H19.5.31 令4宇健第33号の1の11 販売

19 田中金属株式会社 田中　典康 秋吉台自然動物公園 山口県美祢市美東町赤1212 河田　公典

サバンナゾウ(4)、マルミミゾウ(2)、インドサイ(3)、グラントシマ
ウマ(30)、ウマ(2)、ポニー(10)、ロバ(5)、フタコブラクダ(6)、ラ
マ(20)、アジアスイギュウ(6)、ブラックバック(60)、アミメキリン
(10)、、エランド(10)、バーバリーシープ(40)、アカシカ(10)、ヒツ
ジ(15)、ヤギ(40)、イヌ(10)、アメリカクロクマ(30)、ブチハイエナ
(10)、チーター(15)、ライオン(70)、トラ(30)、シセンレッサーパン
ダ(15)、ビントロング(6)、ミーアキャット(25)、フタユビナマケモ
ノ(4)、アカカンガルー(60)、リスザル(10)、ヨツユビハリネズミ
(20)、ウサギ(40)、プレーリードック(20)、カピバラ(20)、アメリカ
ビーバー(6)、モルモット(100)、デグー(10)、チンチラ(3)
ダチョウ(9)、エミュー(5)、カンムリヅル(3)、チリーフラミンゴ
(10)、ベニフラミンゴ(10)、アフリカハゲコウ(5)、シナガチョウ
(30)、ハリスホーク(4)、、メガネフクロウ(2)、メンフクロウ(4)、
ベンガルミミズク(2)、モモイロインコ(2)、ルリコンゴウインコ(6)
ケヅメリクガメ(10)、ヒョウモンリクガメ(2)

H19.5.31 令4宇健第33号の1の8 展示

20 田中金属株式会社 田中　典康 秋吉台自然動物公園 山口県美祢市美東町赤1212 河田　公典

サバンナゾウ(4)、マルミミゾウ(2)、インドサイ(3)、グラントシマ
ウマ(30)、ウマ(2)、ポニー(10)、ロバ(5)、フタコブラクダ(6)、ラ
マ(20)、アジアスイギュウ(6)、ブラックバック(60)、アミメキリン
(10)、、エランド(10)、バーバリーシープ(40)、アカシカ(10)、ヒツ
ジ(15)、ヤギ(40)、イヌ(10)、アメリカクロクマ(30)、ブチハイエナ
(10)、チーター(15)、ライオン(70)、トラ(30)、シセンレッサーパン
ダ(15)、ビントロング(6)、ミーアキャット(25)、フタユビナマケモ
ノ(4)、アカカンガルー(60)、リスザル(10)、ヨツユビハリネズミ
(20)、ウサギ(40)、プレーリードック(20)、カピバラ(20)、アメリカ
ビーバー(6)、モルモット(100)、デグー(10)、チンチラ(3)
ダチョウ(9)、エミュー(5)、カンムリヅル(3)、チリーフラミンゴ
(10)、ベニフラミンゴ(10)、アフリカハゲコウ(5)、シナガチョウ
(30)、ハリスホーク(4)、、メガネフクロウ(2)、メンフクロウ(4)、
ベンガルミミズク(2)、モモイロインコ(2)、ルリコンゴウインコ(6)
ケヅメリクガメ(10)、ヒョウモンリクガメ(2)

H19.5.31 令4宇健第33号の1の9 販売

21 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 末岡　賢志 犬(20) H20.5.15 平30宇健第14号の1の1 保管

22 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 末岡　賢志 犬(20) H20.5.15 平30宇健第14号の1の2 訓練

23 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 大坪　かずな

サンドザービル(10)、シマリス(10)、デグー(10)、ジリス(10)、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)、モモンガ(10)
インコ(30)、フィンチ(30)、オウム(20)、鶏(10)
とかげ(10)、蛇(10)

H20.10.27 平30宇健第14号の1の15 保管

24 石川　涼子 PetSalon BUDDY 山口県山陽小野田市大字高畑317-1 石川　涼子
犬(5)、猫(5)、フェレット(1)、ウサギ(1)
インコ(１)

H20.11.4 平30宇健第14号の1の17 保管

25 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 廣瀬　優花 犬(3) H21.9.7 平31宇健第14号の1の8 保管

26 有限会社西村錦鳥園 西村　孝太郎 ペットランドあつまれ宇部店 山口県宇部市大字妻崎開作504-1 河本　隼

犬(40)、猫(6)、ウサギ(4)、ハムスター(30)、リス(4)、フェレット
(2)、モモンガ(4)、チンチラ(4)、モルモット(2)、デグー(2)
インコ(30)、文鳥(10)、フィンチ(30)、カナリア(5)、オウム(1)
カメ(30)、トカゲ(10)、ヤモリ(5)、ヘビ(5)

H22.6.29 令2宇健第33号の1の9 販売

27 有限会社西村錦鳥園 西村　孝太郎 ペットランドあつまれ宇部店 山口県宇部市大字妻崎開作504-1 河本　隼
犬(16)、猫(7)、ハムスター(1)、ウサギ(2)
インコ・オウム・フィンチ・カナリア・文鳥(5)
カメ・トカゲ・ヤモリ・ヘビ(5)

H22.6.29 令2宇健第33号の1の10 保管

28 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 江口　正孝 犬(10) H22.8.16 令2宇健第33号の1の14 販売

29 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 末永　真太郎 犬(10)、猫(3) H22.10.29 令2宇健第33号の1の19 保管

30 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 寺岡　恵美 犬(3) H23.5.2 令3宇健第33号の1の1 保管
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31 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 増重　恵美 犬(10) H23.5.19 令3宇健第33号の1の2 保管

32 森上　洋子 小夢 山口県宇部市亀浦二丁目1-32 森上　洋子 犬(10) H23.10.21 令3宇健第33号の1の16 保管

33 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 木下　典子 犬(8) H23.11.2 令3宇健第33号の1の14 保管

34 田中金属株式会社 田中　典康 秋吉台自然動物公園 山口県美祢市美東町赤1212 河田　公典

サバンナゾウ(4)、マルミミゾウ(2)、インドサイ(3)、グラントシマ
ウマ(30)、ウマ(2)、ポニー(10)、ロバ(5)、フタコブラクダ(6)、ラ
マ(20)、アジアスイギュウ(6)、ブラックバック(60)、アミメキリン
(10)、、エランド(10)、バーバリーシープ(40)、アカシカ(10)、ヒツ
ジ(15)、ヤギ(40)、イヌ(10)、アメリカクロクマ(30)、ブチハイエナ
(10)、チーター(15)、ライオン(70)、トラ(30)、シセンレッサーパン
ダ(15)、ビントロング(6)、ミーアキャット(25)、フタユビナマケモ
ノ(4)、アカカンガルー(60)、リスザル(10)、ヨツユビハリネズミ
(20)、ウサギ(40)、プレーリードック(20)、カピバラ(20)、アメリカ
ビーバー(6)、モルモット(100)、デグー(10)、チンチラ(3)
ダチョウ(9)、エミュー(5)、カンムリヅル(3)、チリーフラミンゴ
(10)、ベニフラミンゴ(10)、アフリカハゲコウ(5)、シナガチョウ
(30)、ハリスホーク(4)、、メガネフクロウ(2)、メンフクロウ(4)、
ベンガルミミズク(2)、モモイロインコ(2)、ルリコンゴウインコ(6)
ケヅメリクガメ(10)、ヒョウモンリクガメ(2)

H24.5.28 令4宇健第33号の1の10 貸出し

35 福永　真穂 DOGHOME レオン 山口県宇部市大小路三丁目1-1-5 福永　真穂 犬(35)、猫(10) H25.1.10 平29宇健第14号の1の30 販売

36 田中　尚子 犬々 山口県山陽小野田市大字有帆406番地16 田中　尚子 犬(5) H25.3.21 平29宇健第14号の1の31 保管

37 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 坂井　高登 犬(5)、猫(4) H25.3.29 平29宇健第14号の1の33 保管

38 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 神田　仁美 犬・猫(6) H25.4.30 平29宇健第14号の1の32 保管

39 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 藤本　雅弘 犬・猫(8) H26.1.7 平30宇健第14号の1の19 保管

40 田島　友美 トリミングMOMO 山口県美祢市美東町真名367 田島　友美 犬(2) H26.2.3 平30宇健第14号の1の21 保管

41 石川　文夫 宇部乗馬クラブ 山口県宇部市大字善和1073番地 石川　文夫 馬(20) H26.2.20 平30宇健第14号の1の22 展示

42 嶋本　展子 Dog Salon Pucci 山口県宇部市東平原二丁目10-31 嶋本　展子 犬(6) H26.4.11 平30宇健第14号の1の24 保管

43 株式会社　花の海 前島　昭博 株式会社 花の海 山口県山陽小野田市大字埴生3392 島　拓史 山羊(10)、豚(1)、ウサギ(1) H26.6.17 平31宇健第14号の1の2 展示

44 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 福原　惠子 犬(5) H26.9.19 平31宇健第14号の1の11 保管

45 岡本　洋子 My sweet dog 山口県宇部市大字妻崎開作1196番地 岡本　洋子 犬(80)、猫(30) H26.10.1 平31宇健第14号の1の10 販売

46 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 福田　亜弥 犬(4) H26.12.18 平31宇健第14号の1の13 保管

47 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 松永　久美 犬(3)、猫(2) H27.4.13 令2宇健第33号の1の1 保管

48 安達　理恵 いぬ吉 山口県山陽小野田市揥山一丁目1-1 安達　理恵 犬(10)、猫(1)、うさぎ(1) H27.5.12 令2宇健第33号の1の3 保管

49 岡田　朋美
silver moons ship ～銀の月舟
～

山口県宇部市大字西岐波4783－5 岡田　朋美 犬(30) H27.7.6 令２宇健第33号の1の13 販売

50 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 岩谷　愛梨 犬(38)、猫(7) H27.7.9 令2宇健第33号の1の11 販売

51 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 岩谷　愛梨 犬(4)、猫(1) H27.7.9 令2宇健第33号の1の12 保管

52 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 藤原　祐子 犬(2)、猫(4) H27.10.2 令2宇健第33号の1の17 展示

53 亀井　美穂 ぼたんゆき 山口県宇部市床波六丁目21-32 亀井　美穂 犬(2) H28.1.26 令2宇健第33号の1の26 保管
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54 冨永　千佳 Mimi 山口県宇部市中村二丁目9-46-2 冨永　千佳 犬(2)、猫(1) H28.2.4 令2宇健第33号の1の23 保管

55 井上　忍 Cattery CHOCOLAT 山口県山陽小野田市大字小野田1429 井上　忍 猫(5) H28.6.16 令3宇健第33号の1の6 販売

56 山田　英樹 インコ工房 座敷童子 山口県山陽小野田市柿の木坂三丁目5-3 山田　英樹 インコ(8) H28.6.16 令3宇健第33号の1の7 販売

57 松﨑　梨恵香 ポチ 山口県宇部市東梶返一丁目14-3 松﨑　梨恵香 犬(3) H28.7.20 令3宇健第33号の1の11 保管

58 株式会社ヤッコ 赤石　泰子 ふくろうカフェ アウルの城 山口県宇部市中央町二丁目４-７ 赤石　泰子 フクロウ(16) H29.6.2 令4宇健第33号の1の7 展示

59 株式会社ヤッコ 赤石　泰子 ふくろうカフェ アウルの城 山口県宇部市中央町二丁目4-7 赤石　泰子 フクロウ(16) H29.6.2 令4宇健第33号の1の6 販売

60 武田　亜衣子
日本ペットシッターサービス 宇
部店 リトルヒーロー

山口県宇部市大字西岐波2084-8 武田　亜衣子

犬(4)、猫(3)、ハムスター(1)、フェレット(1)、モルモット(1)、ウ
サギ(1)
インコ(1)、オウム(1)
ヘビ(1)、トカゲ(1)

H29.7.5 令4宇健第33号の1の18 保管

61 合同会社スカイパソ 髙場　克己
空港通り ペットホテル＆ヘルス
ケア

山口県宇部市亀浦五丁目2-11 髙場　克己 犬(8)、猫(9) H29.7.21 令4宇健第33号の1の17 保管

62 佐藤　奈津美 ドッグサロン わんさ 山口県宇部市大字西岐波1173-134 佐藤　奈津美 犬(5) H29.11.22 令4宇健第33号の1の25 保管

63 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 福田　亜弥 犬(5) H30.5.1 平30宇健第14号の1の5 販売

64 小林　泰美 ペットサロンハミング 山口県山陽小野田市大字丸河内993 小林　泰美 犬(３) H30.5.16 平30宇健第14号の1の6 販売

65 山下　美智子 山下 美智子 山口県宇部市大字東岐波4303番地2 山下　美智子 犬(50) H30.5.17 平30宇健第14号の1の7 販売

66 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揥山二丁目4-32 三原　政信 犬(4) H30.5.28 平30宇健第14号の1の8 販売

67 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揥山二丁目4-32 三原　政信 犬(4) H30.5.28 平30宇健第14号の1の9 保管

68 萩原　麻美 Dogsalon nico 山口県山陽小野田市大字丸河内993 萩原　麻美 犬・猫(計4) H30.8.31 平30宇健第14号の1の11 保管

69 前田　唯 dog salon Blue B 山口県宇部市亀浦五丁目2-11 前田　唯 犬(5)、猫(2) H30.9.6 平30宇健第14号の1の12 保管

70 高橋　亜希子 Dogsalon Zakur 山口県山陽小野田市大字厚狭989-1 高橋亜希子 犬(5) H30.9.10 平30宇健第14号の1の13 保管

71 山西　富野 とみの動物病院 山口県宇部市大字川上286-1 山西　富野 犬、猫、ウサギ(計２) H31.3.13 平30宇健第14号の1の23 保管

72 わんぽ合同会社 夏原　里美 わんぽ 山口県宇部市大字西岐波1284番地3 夏原　矩明
犬・猫(15)、ウサギ(5)、モルモット(1)、ハムスター(1)、フェレッ
ト(1)

H31.3.22 平30宇健第14号の1の25 販売

73 わんぽ合同会社 夏原　里美 わんぽ 山口県宇部市大字西岐波1284番地3 夏原　矩明 犬・猫(15) H31.3.22 平30宇健第14号の1の26 保管

74 中馬　洋子 ブレビア犬舎 山口県宇部市大字東須恵694-46 中馬　安則 犬(9) H31.4.2 平30宇健第14号の1の28 販売

75 安河内　陽子 小動物 うべ まりん
山口県宇部市西琴芝二丁目14-17
ポレスター医大前501

安河内　陽子 チンチラ(6)、フクロモモンガ(10) H31.4.4 平30宇健第14号の1の29 販売

76 大木　美智子 アリス 山口県宇部市大字上宇部346-2 大木　美智子 犬(11) R1.7.4 平31宇健第14号の1の4 販売

77 勝力　貴志
ペットホテル ペットシッター
サービス ワンワンパーク

山口県宇部市東平原二丁目10-32 勝力　貴志 犬(10)猫(3) R1.7.18 平31宇健第14号の1の3 保管

78 伊藤　知子 わんわんサロン クロちゃん 山口県山陽小野田市大字小野田4418-1 伊藤　知子 犬(2)、猫(2) R1.8.8 平31宇健第14号の1の7 保管

79 斉藤　留美 さんぽ代行 ワンスマイル 山口県宇部市大字上宇部404-4 斉藤　留美 犬(3) R1.9.5 平31宇健第14号の1の6 保管

80 新出　礼真
ペットの床屋さん しゅりんこ
黒石店

山口県宇部市大字妻崎開作489-8 新出　礼真 犬(4) R1.9.19 平31宇健第14号の1の9 保管
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81 松延　義弘 一福日山荘 山口県宇部市大字東岐波544-4 松延　義弘 犬(2) R1.11.11 平31宇健第14号の1の14 販売

82 川田　香苗 MAHALO 山口県美祢市秋芳町秋吉4900-3 川田　香苗 犬(2) R1.12.2 平31宇健第14号の1の15 保管

83 橋本　美里 Happy Bird 山口県宇部市八王子町2-16 橋本　美里

マメルリハインコ(15)、コキンチョウ(1)、セキセイインコ(18)、オ
カメインコ(13)、ボタンインコ(7)、コザクラインコ(8)、サザナミイ
ンコ(6)、ウロコインコ(13)、シロハラインコ(1)、オキナインコ
(3)、コガネメキシコインコ(1)、キソデボウシインコ(1)、桔梗イン
コ(4)、ナナクサインコ(1)

R1.12.2 平31宇健第14号の1の16 販売

84
株式会社withわおん山
口

佐野　貴子 老犬ホーム・KOMUGI 山口県宇部市大字吉見996-1 佐野　貴子 犬(5)、猫(3) R1.12.16 平31宇健第14号の1の17 保管

85 草津　博治 ジョーカー 山口県宇部市大字東須恵2405-3 草津　博治

ハリネズミ(5)、チンチラ(4)、フクロモモンガ(8)
メンフクロウ(2)、ミミズク(1)
ボールパイソン(8)、ボア科(2)、ナミヘビ科(20)、フトアゴヒゲトカ
ゲ(5)、サバンナモニター(2)、カメレオン(10)、ブラックホワイトテ
グー(2)、レッドテグー(1)、ヒョウモントカゲモドキ(15)

R2.4.28 令2宇健第33号の1の2 販売

86 丸山　奈海子 アニマル もあな 山口県宇部市東岐波3073-7 丸山奈海子
チンチラ(2)、モモンガ(2)、ハリネズミ(2)
ボールパイソン(4)、イグアナ(1)、サバンナモニター(1)、コーンス
ネーク(3)、ヒョウモントカゲモドキ(3)、フトアゴヒゲトカゲ(3)

R2.5.22 令2宇健第33号の1の4 販売

87 白川　綾子 Dog Salon モンブラン 山口県宇部市あすとぴあ五丁目19-11 白川　綾子 犬(2) R2.8.7 令2宇健第33号の1の15 保管

88 井上　栄治
PUITS NOIR JP(ピュイ ノワール
ジェイピー)

山口県宇部市今村北三丁目5-15 井上　栄治 犬(10) R2.11.2 令2宇健第33号の1の20 販売

89 北村　優衣 ペットハウス ほーりー 山口県宇部市北琴芝二丁目7-3 北村　優衣 犬(7)、猫(3) R2.12.10 令2宇健第33の1の21 保管

90 北村　優衣 ペットハウス ほーりー 山口県宇部市北琴芝二丁目7-3 北村　優衣 犬(5) R2.12.10 令2宇健第33の1の22 訓練

91 福田　亜弥 Baby's Breath 常盤通り店 山口県宇部市新天町二丁目3-3 石井　由香 犬(5) R3.1.10 令2宇健第33の1の24 保管

92 熊谷　尭之 くまがいペットクリニック 山口県宇部市新天町二丁目1-13 熊谷　尭之 犬(7)、猫(4) R3.1.16 令2宇健第33の1の25 保管

93 平田　香代 Baby・Baby 山口県宇部市岬町二丁目2-27 平田　香代 犬(5) R3.5.28 令2宇健第33号の1の8 販売

94 勝力　貴志
ペットホテルペットシッター
サービス ワンワンパーク

山口県宇部市東平原二丁目10-32 勝力　貴志 犬(3)猫(3) R3.5.28 令3宇健第33号の1の3 販売

95 斉藤　留美 さんぽ代行 ワンスマイル 山口県宇部市大字上宇部404-4 斉藤　留美 犬(1) R3.6.18 令3宇健第33号の1の8 訓練

96 岡本　穂菜美 キャッテリー てん 山口県宇部市大字吉見339-6 岡本　穂菜美 猫(3) R3.7.1 令3宇健第33号の1の9 販売

97 SEITENGroup株式会社 藤屋　健太朗 新一福荘 山口県山陽小野田市大字西高泊2004-7 藤屋健太朗 犬(10) R3.8.31 令3宇健第33号の1の13 販売

98 夏原　里美 ワンポ 山口県宇部市大字西岐波1284-3 夏原　里美 犬(76)、猫(8) R3.10.28 令3宇健第33号の1の17 販売

99 玉野　里奈 OHANA 山口県宇部市大字西岐波4191-15 玉野　里奈 フクロモモンガ(40)、デグー(30)、チンチラ(20) R3.11.25 令3宇健33号の1の18 販売

100 玉野　里奈 OHANA 山口県宇部市大字西岐波4191-15 玉野　里奈 フクロモモンガ(4)、デグー(2)、チンチラ(2)、ハムスター(4) R3.11.25 令3宇健33号の1の19 保管

101 藤田　克美 DOGⅠ イワゴーヒル 山口県美祢市伊佐町奥万倉2159 藤田　克美 犬(30) R3.12.10 令3宇健33号の1の20 販売

102 安藤　直子 バウバード 山口県宇部市矢矯384-6 安藤　直子
犬(15)
セキセイインコ、羽衣セキセイインコ、マメルリハ、サザナミインコ
(50)

R4.2.7 令3宇健33号の1の24 販売

103 松本　鯉子 dog salon utatane 山口県宇部市大字東須恵2958-5 松本　鯉子 犬(１) R4.4.25 令4宇健第33号の1の2 保管
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104 川村　裕昭 T.K.Dog Breeding 山口県宇部市大字妻崎開作739-3 川村　裕昭 犬(15) R4.4.26 令4宇健第33号の1の3 販売

105
NPO法人あにまるらいふ
猫丸

宮本　祐美 NPO法人あにまるらいふ猫丸 山口県宇部市大字棚井1107-5 宮本　祐美 猫(60) R4.6.7 令4宇健第33号の1の15 展示

106 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3425-5 金江　賢志 犬(3) R4.7.28 令4宇健第33号の1の21 保管

107 株式会社ケン＆１ 西廼　賢介 動物の森 宇部店 山口県宇部市明神町二丁目2-1 馬場　魁斗 犬(6)、猫(4) R4.8.1 令4宇健第33号の1の19 販売

108 株式会社ケン＆１ 西廼　賢介 動物の森 宇部店 山口県宇部市明神町二丁目2-1 馬場　魁斗 犬(7)、猫(2) R4.8.1 令4宇健第33号の1の20 保管

109 橋本　美里 Happy Bird 山口県宇部市八王子町2-16 橋本　美里
マメルリハ、セキセイ、オカメ、ボタン、コザクラ、アキクサ、サザ
ナミ、シロハラ、キソデボウシ、オキナ、コガネメキシコ、アサギリ
インコ、コキンチョウ、桔梗、ナナクサ、ウロコ(10)

R4.8.30 令4宇健第33号の1の22 保管

110 中尾　理絵 桜諷荘 山口県宇部市東小羽山町四丁目8-45 中尾　理絵 犬(5) R4.9.26 令4宇健第33号の1の23 販売

111 中尾　理絵 桜諷荘 山口県宇部市東小羽山町四丁目8-45 中尾　理絵 犬(2) R4.9.26 令4宇健第33号の1の24 保管
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