１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

２ 法人番号

1
2
3
4
5
6
7
8

重條 秀美
保科 彰
有限会社 ピンバークス
石井 義邦
加藤 和華子
ペッツファースト 株式会社
髙橋 三幸
寺嶋 美喜子

ＤＯＧ ＪＯ ＫＥＮ ＫＥＮ
スティショナー トレジャー
2040002014430 有限会社 ピンバークス
千葉咲く花荘
シトロンリーフ
9010801018132 ペッツファースト稲毛店
髙橋 三幸
ＢＲＯＫＥ ＨＯＵＳＥ ＭＩＫＩ

9

有限会社 キティボックス

10
11
12
13

細田
竹田
平尾
山本

代表取締役 櫻井 美和子
代表取締役 正宗 伸麻

代表取締役 花島 秀俊

信幸
雅子
新
美樹

14 ワンニャンハウス 株式会社

4040002003233 ペットサロン キティボックス
ホワイトスプレンダー
ペットサロン ピュアランド
関東平尾荘
ポチ アンド タマ

代表取締役 北村 務

15 岩田 香
16 有限会社 ボイス

３ 事業所の名称、所在地

ワンニャンハウス ペットクラブ
3150001013743
蘇我店
STAR PERFUME

取締役 近藤 喜代美

3040002014628 倶楽部ペットＶＯＩＣＥ

17 稲垣 建夫

ドッグセンター イナガキ

18 秋元 美智子

ＲＯＭＡＮＴＩＣ ＶＩＥＷ

19 小野 恵子

キャッテリー・フェリシア

20 髙橋 孝

万葉警察犬訓練学校

21 神畑養魚株式会社

代表取締役 神畑 道子

４ 動物取扱
責任者
中央区都町６－５
重條 秀美
稲毛区緑町２丁目２－８
保科 彰
中央区宮崎町７２６番地１９ 桜井 美和子
若葉区野呂町６２３
石井 義邦
緑区平山町６７１－２
加藤 和華子
稲毛区小仲台１丁目４－２０ 髙辻 歩美
中央区今井２丁目１１－１１ 髙橋 三幸
稲毛区稲毛東５丁目１０－１４ 寺嶋 美喜子
稲毛区小仲台４丁目７－６ 川
花島 秀俊
崎ビル１F
若葉区中野町１４８５
細田 信幸
稲毛区宮野木町１７２２－３７ 竹田 雅子
稲毛区六方町１１８－８
平尾 光恵
若葉区東寺山町９０２－２
山本 美樹

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数
犬(9)
犬(23)
犬(65)
犬(20)
犬(6)
ねこ(6)、犬(40)
犬(70)
犬(5)

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

平成２８年６月３０日
平成２８年７月１２日
平成２８年６月３０日
平成２８年８月７日
平成２８年８月７日
平成２８年８月１０日
平成２８年９月２１日
平成２８年９月２１日

第
第
第
第
第
第
第
第

販売
販売
販売
販売
販売
販売
販売
販売

犬(15)、ねこ(10)

平成２８年９月２９日

第 １００２０ 号 販売

犬(34)
犬(10)、ねこ(2)
犬(50)
犬(12)

平成２８年９月２１日
平成２８年１０月２０日
平成２８年１０月２０日
平成２８年１０月２０日

第
第
第
第

犬(10)

中央区都町４６３番地７
花見川区幕張町１丁目７６７５
－２－８１２
花見川区こてはし台１丁目１
５－５
稲毛区長沼原町２１５－７

稲垣 春江

第 １００４８ 号 販売

秋元 美智子 ねこ(15)

平成２９年１月１２日

第 １００５４ 号 販売

小野 恵子

ねこ(10)

平成２９年２月７日

第 １００５７ 号 販売

髙橋 孝

犬(20)

平成２９年２月１５日

第 １００５８ 号 販売

'ｱｶﾞﾏ科(50)､ｲｸﾞｱﾅ科(50)､ｶ
ﾒﾚｵﾝ科(100)､ﾔﾓﾘ科(50)ｽｷ
ﾝｸ科(50)､ﾃﾕｰ科(20)､ｶﾅﾍﾋﾞ
科(10)､ﾖﾛｲﾄｶｹﾞ科(10)､ｱﾝｷﾞ
ｽﾄｶｹﾞ科(5)､ﾌﾟﾚｰﾄﾄｶｹﾞ科
(10)､ｵｵﾄｶｹﾞ科(10)､ﾇﾏｶﾞﾒ科
平成２９年２月１４日
(30)､ｲｼｶﾞﾒ科(30)､ﾄﾞﾛｶﾞﾒ科
(20)､ﾍﾋﾞｸﾋﾞｶﾞﾒ科(20)､ﾖｺｸﾋﾞ
ｶﾞﾒ科(20)､ｽｯﾎﾟﾝ科(20)､ｵｵｱ
ﾀﾏｶﾞﾒ(5)､ﾘｸｶﾞﾒ科(300)､ﾅﾐﾍ
ﾋﾞ科(300)､ﾎﾞｱ科(20)､ﾊﾟｲｿﾝ
科(50)

第 １００６０ 号 販売

平成２９年２月２８日
平成２９年４月２６日
平成２９年４月２６日

第 １００６１ 号 販売
第 １００６８ 号 販売
第 １００７６ 号 販売

平成２９年６月６日

第 １００９０ 号 販売

犬(5)
犬(25)、ねこ(3)、ﾊﾑｽﾀｰ
ﾌｨﾝﾁ(20)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(20)、文
中村 直美
ﾘｸｶﾞﾒ(2)、ﾇﾏｶﾞﾒ(10)
(20)、ｳｻｷﾞ(3)
鳥(6)、ｵｶﾒｲﾝｺ(2)
倉元 佐和子 犬(15)
三角 誠
犬(20)
ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(2)、ﾌｪﾚｯﾄ(10)、ｽﾛｰ
ﾛﾘｽ(5)、ﾏｰﾓｾﾞｯﾄ(5)、ﾓﾙﾓｯﾄ
関口 諭
(10)、ﾐﾆｳｻｷﾞ(5)、ﾊﾑｽﾀｰ
ﾍﾋﾞ(30)、ｶﾒ(30)、ﾄｶｹﾞ(30)
(20)、ｼﾏﾘｽ(2)、ﾁﾝﾁﾗ(2)、ﾃﾞ
ｸﾞｰﾏｳｽ(2)
田中 満
ｶﾒ(5)、ﾄｶｹﾞ(5)、ﾍﾋﾞ(5)
大内 洋子
犬(3)、ねこ(10)
川本 育子
犬(20)
ﾛﾊﾞ(1)、ﾗﾊﾞ(1)、ﾔｷﾞ(15)、ｲﾉｼ
ｶﾞﾁｮｳ(5)、ｱｲｶﾞﾓ(1)、(上記飼 ﾘｸｶﾞﾒ(4)、(上記飼養動物 最
橋本 吉政
ｼ(1)、(上記は飼養動物 最大
養動物 最大取扱20羽)()
大取扱10匹)()
取扱40頭)()
行木 皇子
犬(25)
西村 温子
犬(25)
田﨑 理加
犬(8)

平成２９年６月１日

第 １００９１ 号 販売

平成２９年６月２９日

第 １００９４ 号 販売

平成２９年６月２日
平成２９年６月２１日

第 １００９７ 号 販売
第 １００９８ 号 販売

平成２９年６月１２日

第 １００９９ 号 販売

平成２９年６月１２日
平成２９年６月１２日
平成２９年６月１２日

第 １０１０２ 号 販売
第 １０１１１ 号 販売
第 １０１１３ 号 販売

平成２９年８月１０日

第 １０１１４ 号 販売

山形 加代子 ねこ(10)

平成２５年５月８日

第 １０１３９ 号 販売

倉持
平野
石塚
氏家

平成３０年４月１５日
平成３０年５月１９日
平成３０年６月２０日
平成３１年１月２６日

第
第
第
第

ｷﾇｹﾞﾈｽﾞﾐ亜科(200)、ﾌｪﾚｯﾄ
(100)、ﾃﾝﾚｯｸ(50)、ﾌｸﾛﾓﾓﾝ ｵｳﾑ科(30)、ｲﾝｺ科(100)
ｶﾞ(50)、ﾖﾂﾕﾋﾞﾊﾘﾈｽﾞﾐ(50)

3040001011139 ペットショップナカムラ

若葉区若松町５４１－３８

31 田中 満
32 大内 洋子
33 川本 育子
34 有限会社 東新企画

友水館
マルブンペットステーション
トップ・キャラクター
取締役 橋本 吉政

6040002017636 有限会社 東新企画

35 行木 皇子
36 西村 温子
37 田﨑 理加

fairy land
エアーラウンド犬舎
犬猫美容室 イヴ

38 山形 加代子

ＰＲＥＴＴＹ

39
40
41
42

倉持 優子
ペッツファースト 株式会社
石塚 恵
氏家 良子

代表取締役 正宗 伸麻

猫の庭
9010801018132 ペッツファーストおゆみ野店
ICHII JP's Kennel
ノーブルナイト犬舎

稲毛区長沼町１１９－１

木立 洋平

花見川区犢橋町２００２－３

鈴木 和雄

若葉区都賀１丁目２０－１０
稲毛区長沼原町２９
若葉区桜木７丁目１３番２号
若葉区桜木８丁目２４－１８
花見川区長作町１８５２
稲毛区小深町１２１－４
若葉区野呂町１５８５－２０
稲毛区小仲台９丁目３７－２
若葉区小倉町１８０７の６
中央区松波３丁目１０－５
中央区登戸５丁目１９－１１－
１０７
若葉区桜木３丁目２０－１
緑区おゆみ野南５丁目３７番
緑区大膳野町４－８２５
中央区南生実町４９４－４

第 １００４３ 号 販売

平成２９年２月６日

荒井 澄人

犬(10)、猫(2)

27 株式会社 ペットモールN

2011701009005 グランバリューアクアティクス

平成２８年１２月１１日 第 １００３５ 号 販売

犬(25)、ねこ(15)、ｳｻｷﾞ(4)、ﾊ
緑区おゆみ野南１丁目２８－
ﾌｨﾝﾁ系(20)、ｲﾝｺ系(25)、文鳥 水亀(30)、陸亀(4)、ﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ
近藤 喜代美 ﾑｽﾀｰ(30)、ﾓﾙﾓｯﾄ(5)、ﾓﾓﾝｶﾞ
平成２８年１２月４日
１
(6)、ﾌｸﾛｳ(1)
(2)
(2)

緑区越智町６０９－４１
森 隆史
犬(30)
若葉区千城台東３丁目２４－ 塩月 眞由美 ねこ(7)
美浜区磯辺１丁目４６－８
櫻井 信太郎 犬(6)

代表取締役 重見 康浩

販売
販売
販売
販売

岩田 香

パワフル ファミリー犬舎
Cool Beauty Cattery
犬舎壬生ＪＰ
株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾟｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
7010001086659
ﾝｽﾞ千葉ｱｸｱｾﾝﾀｰ
鈴木警察犬家庭犬訓練所

30 株式会社アイキョーハウス

１００２１ 号
１００２４ 号
１００２８ 号
１００２９ 号

美浜区磯辺１丁目６－１６

22 森 隆史
23 塩月 眞由美
24 櫻井 信太郎
株式会社 ジャパンペットコミュ
25
代表取締役 髙橋 尚史
ニケーションズ
26 鈴木 和雄

サワコ ブランチ ＪＰ
長沼ペットセンター

１０００１ 号
１０００３ 号
１０００４ 号
１００１２ 号
１００１３ 号
１００１６ 号
１００１８ 号
１００１９ 号

中央区川崎町５５－３

花見川区千種町２９２－１

28 倉元 佐和子
29 三角 誠

爬虫類

犬(60)、猫(5)、ｳｻｷﾞ(10)、ﾁﾝ
ｵｳﾑ(2)、ｾｷｾｲ(20)、文鳥ﾌｨﾝ ﾄｶｹﾞ(3)、ﾋｮｳﾓﾝ(5)、ｺｰﾝｽﾈｰ
ﾁﾗ(2)、ﾌｪﾚｯﾄ(2)、ﾊﾑｽﾀｰ
伊藤 恵理香
ﾁ(15)、小桜中型ｲﾝｺ(10)、ﾌｸ ｸなど小型ﾍﾋﾞ(5)、水性ｶﾒ
平成２８年１１月３０日 第 １００３３ 号 販売
(60)、ﾓﾓﾝｶﾞ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(5)、
ﾛｳ(2)
(10)、陸性ｶﾒ(10)
ﾃﾞｸﾞｰ(5)、ﾓﾙﾓｯﾄ(5)

4140001058375 神畑養魚株式会社 東京支店

代表取締役 中村 三男

鳥類

優子
叶恵
恵
良子

水棲ｶﾞﾒ(50)

ねこ(29)
犬(40)、ねこ(5)
犬(15)
犬(10)

平成２９年７月４日
第 １０１１６ 号 販売
平成２９年１０月２２日 第 １０１２５ 号 販売
平成３０年３月１１日 第 １０１３７ 号 販売
１０１４０ 号
１０１４６ 号
１０１４８ 号
１０１６１ 号

販売
販売
販売
販売

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

２ 法人番号

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地

43 宮本 剛

宮本鳥獣店

若葉区小倉台４丁目２０－２１ 宮本 剛

44 布施 絢子

ＲＥＤ－ＥＹＥＳ

若葉区野呂町７９８－２

45 福士 かおり
46 大井 美奈
47 倉持 愛子
有限会社 日本コミュニケー
48
ションシステム

代表取締役 佐藤 伸幸

49 松尾 ゆう子
50 ４ＦＯＯＴ４ 株式会社

代表取締役 関口 洋之

51 藤江 隆量
52
53
54
55
56

君嶋
市原
藤川
長内
松場

早苗
直美
景子
美由紀
一雄

57 千葉市動物公園

園長 石田 戢

58 株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

シェリーエフ
ＭＥＴＴＡＳＵＴＥＮＤＡＳ（メッタス
テンダーズ）
猫の庭
有限会社 日本コミュニケーショ
9040002082529
ンシステム

花見川区瑞穂１丁目７－１０
花見川区幕張町１丁目１３５３
番地２６
若葉区高根町９２４－４
中央区長洲２丁目８番２号 ヤ
リタビル２Ｆ
稲毛区作草部１丁目２６－１
Bon bon Kennel
レーベンハイム西千葉ガーデ
ンシティ１０１
わんわん保育園 ヴィラ・マリー 美浜区磯辺２丁目６－６ ｳｴﾙ
2040001009992
ナ
ｽﾞ21磯辺ﾊﾟｰﾄ1、A号室１F
若葉区千城台北３丁目１３－
漱玉犬舎
１９
トリミングハウス ＬＡＳＳＩＥ
若葉区小倉台２丁目１１－７
ＭＩＳＣＨIＥＶＯＵＳ ＬＡＤＹ
若葉区中田町１１４８
ＳＵＮＳＥＴ ＨＩＬＬＳ
中央区亥鼻２丁目８ー１３
エアリーファーストワンズJP
緑区おゆみ野５丁目２３－２
松場一雄 鳩舎
若葉区古泉町４９４

千葉市動物公園

2010601041828 ペットプラス幕張店

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数

鳥類

爬虫類

十姉妹(4)、ｲﾝｺ類(15)、ｷﾝｶ
ﾁｮｳ(6)

６ 登録年月日

７ 登録番号

平成２６年２月１８日

第 １０１６３ 号 販売

ﾇﾏｶﾞﾒ科、ﾊﾞﾀｸﾞｰﾙｶﾒ科、合
平成２６年３月２７日
わせて50
平成２６年４月１７日

布施 絢子
福士 かおり 犬(10)

８ 業種

第 １０１６５ 号 販売
第 １０１６６ 号 販売

大井 美奈

犬(4)

平成２６年５月２２日

第 １０１７０ 号 販売

倉持 愛子

ねこ(28)

平成２６年１１月４日

第 １０１７８ 号 販売

佐藤 伸幸

犬(500)、ねこ(500)

平成２６年１１月１３日 第 １０１８２ 号 販売

松尾 ゆう子

犬(10)

平成２７年３月１０日

第 １０１８３ 号 販売

並木 靖香

犬(2)、ねこ(2)

平成２７年６月９日

第 １０１９０ 号 販売

藤江 隆量

犬(5)

平成２７年６月２９日

第 １０１９１ 号 販売

君嶋
市原
藤川
長内
松場

犬(10)
犬(2)
犬(8)
犬(60)

平成２７年６月２９日
平成２７年７月７日
平成２７年１２月１４日
平成２７年１２月２２日
平成２８年７月２９日

第
第
第
第
第

平成２８年１１月７日

第 １０２０５ 号 販売

早苗
直美
景子
美由紀
一雄

ﾚｰｽ鳩(500)

若葉区源町２８０番地

清田 義昭

ｵｵｶﾝｶﾞﾙｰ(30)､ﾐﾅﾐｺｱﾘｸｲ(5)､ﾌﾀﾕﾋﾞﾅﾏｹ
ﾓﾉ(6)､ﾑﾂｵﾋﾞｱﾙﾏｼﾞﾛ(10)、ﾃﾞﾏﾚﾙｰｾｯﾄｵｵ
ｺｳﾓﾘ(100)､ﾜｵｷﾂﾈｻﾞﾙ(10)､ｴﾘﾏｷｷﾂﾈｻﾞ
ﾙ(7)、ｽﾛｰﾛﾘｽ(8)､ｼｮｳｶﾞﾗｺﾞ(20)､ｵｸﾞﾛﾏｰ
ﾓｾｯﾄ(35)、ｼﾛｶﾞｵﾏｰﾓｾｯﾄ(30)､ｸﾛﾐﾐﾏｰﾓ
ｾｯﾄ(30)､ﾋﾟｸﾞﾐｰﾏｰﾓｾｯﾄ(20)､ｴﾝﾍﾟﾗｰﾀﾏﾘ
ﾝ(20)､ﾜﾀﾎﾞｳｼﾀﾏﾘﾝ(20)､ｺﾓﾝｰﾏｰﾓｾｯﾄ
(20)、ｼﾞｪﾌﾛｲｸﾓｻﾞﾙ(4)､ﾌｻｵﾏｷｻﾞﾙ(5)､ﾌﾞ
ﾗｯｻﾞｸﾞｪﾉﾝ(5)､ｱﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ(ｷｸﾕ)(10)､ｱ
ﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ(ｺﾝｺﾞ)(8)､ﾊﾟﾀｽｻﾞﾙ（6）､ﾎﾝﾄﾞ
ｻﾞﾙ（50）､ｸﾛｻﾞﾙ（8）､ﾏﾝﾄﾞﾘﾙ(5)､ｶｵﾑﾗｻｷ
ﾗﾝｸﾞｰﾙ(6)､ﾌｸﾛﾃﾅｶﾞｻﾞﾙ(4)､ﾆｼｺﾞﾘﾗ(6)､ﾁ
ﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ(8)､ﾎﾞﾙﾈｵｵﾗﾝｳｰﾀﾝ(5)､ｼｾﾝﾚｯ
ｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ(10)､ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ(10)､ｷﾝｶｼﾞｭｰ
（8）､ｺﾂﾒｶﾜｳｿ（15）､ﾐｰｱｷｬｯﾄ（20）､ｱﾌﾘｶ
ﾗｲｵﾝ(5)、ｶﾙﾌｫﾙﾆｱｱｼｶ（8）､ｱｼﾞｱｿﾞｳ
（4）､ﾛﾊﾞ（家畜種）（4）､ｳﾏ（ﾄﾞｳｻﾝﾊﾞ）（2）､
ｳﾏ（ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾆｰ）（2）､ｳﾏ（ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ）
（1）､ﾓｳｺﾉｳﾏ（6）､ｸﾞﾚﾋﾞｰｼﾏｳﾏ（10）、ﾏﾚｰ
ﾊﾞｸ（8）､ﾌﾞﾀ（ﾎﾟｯﾄﾍﾞﾘｰ）（20）､ﾄﾅｶｲ（5）､ｱ
ﾐﾒｷﾘﾝ（6）､ｱﾒﾘｶﾊﾞｲｿﾝ（5)､ｳｼ(ﾎﾙｼｭﾀｲ
ﾝ)(2)､ｳｼ(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)(2)､ｳｼ（ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｰﾏ
ﾝ）(2)、ﾔｷﾞ(ｼﾊﾞﾔｷﾞ)(30)､ｼﾛｵﾘｯｸｽ(5)､ﾋﾂ
ｼﾞ(ｺﾘﾃﾞｰﾙ)(8)､ﾑﾌﾛﾝ(35)､ｼﾀﾂﾝｶﾞ(10)､ﾐｹ
ﾘｽ(5)､ｵｸﾞﾛﾌﾟﾚｰﾘｰﾄﾞｯｸ(10)､ﾆﾎﾝﾘｽ（10）､
ｱﾒﾘｶﾋﾞｰﾊﾞｰ(10)､ｶﾔﾈｽﾞﾐ(100)､ﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ
（家畜種）(20)､ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐ（家畜種）(70)､
ｶﾋﾟﾊﾞﾗ(8)､ﾊﾟｶ(5)､ﾁﾝﾁﾗ（家畜種）(30)､ｶｲ
ｳｻｷﾞ(30)

美浜区ひび野１丁目３

本橋 里沙

犬(20)、ねこ(4)

ｸｻｶﾞﾒ(20)、ｲｼｶﾞﾒ(10)、ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐ
ｶﾞﾒ(10)、ｱﾙﾀﾞﾌﾞﾗｿﾞｳｶﾞﾒ(7)、ｹﾂﾞﾒﾘｸ
ｶﾞﾒ(5)、ﾎｳｼｬｶﾞﾒ(10)、ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ(3)、
ﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ(3)、ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ(3)

販売
販売
販売
販売
販売

平成２８年１１月１８日 第 １０２０８ 号 販売
文鳥(4)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(5)、
ｶﾅﾘｱ(4)、十姉妹(7)、
じゅずかけ鳩(20)

59 髙橋 功行

タカハシペット

中央区都町１丁目３４－１０

髙橋 功行

60 松本 百合子

キャッテリー モンドランド

松本 百合子 ねこ(5)

平成２９年５月１０日

第 １０２１５ 号 販売

61 田中 清

ペットサロン きよし

田中 清

犬(10)

平成２９年５月１７日

第 １０２１６ 号 販売

62 福島 孝行
63 福田 稔
64 早川 智也

福島 孝行
ａｂｃ
ＰＡＮＪＡ ＫＥＮＮＥＬＳ

若葉区桜木北３丁目５番２号
美浜区高洲１丁目１６－１５
ウインド稲毛１F
緑区おゆみ野１丁目４９－７
花見川区武石町２丁目９４１
若葉区中野町３７９

福島 孝行
福田 稔
早川 智也

犬(3)

平成２９年５月２９日
平成２９年６月２７日
平成２９年８月１５日

第 １０２２０ 号 販売
第 １０２２１ 号 販売
第 １０２２２ 号 販売

65 株式会社トーリーメイト

代表取締役 三橋 則昭

3080001018502 ＰＥＴ'Ｓ ＭＡＸ 千葉美浜店

66 株式会社トーリーメイト

代表取締役 三橋 則昭

3080001018502 ＰＥＴ'Ｓ ＭＡＸ おゆみ野店

67 株式会社れもん来夢

代表取締役 細野 悦子

1040001042268 Ｐｅｔ ｉｔ ｍａｉｓｏｎ

68 鶴見 美佐子
69 有限会社 エクセレントペット
70 梅花 茉由

プードルハウス Crane
代表取締役 長谷川 和久

8040002016074 one's dear one
Porte bonheur

ﾚｰｽ鳩()
犬(20)、(仔犬含む)

平成２８年１１月２５日 第 １０２１０ 号 販売

犬(16)、ねこ(6)、ﾘｽ(2)、ｳｻｷﾞ
(8)、ﾓﾙﾓｯﾄ(4)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(4)、ﾊ
ﾐｽﾞｶﾞﾒ(10)、ﾘｸｶﾞﾒ(4)、ﾔﾓﾘ
ｲﾝｺ(20)、文鳥(8)、猛禽類(5)
ﾑｽﾀｰ(45)、ﾌｪﾚｯﾄ(4)、ﾃﾞｸﾞｰ
(10)、ｶﾒﾚｵﾝ(2)
(3)

平成２９年１０月３０日 第 １０２２７ 号 販売

岡本 唯

犬(18)、ねこ(2)

平成２９年１０月３０日 第 １０２２８ 号 販売

細野 悦子

犬(5)、ねこ(5)

平成２９年１２月２６日 第 １０２３１ 号 販売

美浜区新港３２－１１ ＭｒＭａｘ
石野 百代
千葉美浜店内
緑区おゆみ野中央２丁目３－
１ ＭｒＭａｘ おゆみ野店内
中央区仁戸名町７２０－５６
花見川区宮野木台１丁目１３
－２７
緑区あすみが丘１丁目１７－
花見川区幕張町２丁目２５００
－２８

ﾊﾑｽﾀｰ(4)

ﾀﾞﾁｮｳ(10)､ｴﾐｭｳ(10)､ｹｰﾌﾟﾍﾟﾝｷﾞﾝ（20）､ﾌﾝ
ﾎﾞﾙﾄﾍﾟﾝｷﾞﾝ（20）､ﾋﾛﾊｼｻｷﾞ（10）､ﾊｼﾋﾞﾛｺｳ
(6)､ｱﾌﾘｶﾊｹﾞｺｳ(6)､ｼｮｳｼﾞｮｳﾄｷ(10)､ｱﾌﾘｶﾍ
ﾗｻｷﾞ(10)､ﾍﾞﾆｲﾛﾌﾗﾐﾝｺﾞ(20)､ﾁﾘｰﾌﾗﾐﾝｺﾞ
(25)､ｺｶﾞﾀﾌﾗﾐﾝｺﾞ(20)､ｱｶﾘｭｳｷｭｳｶﾞﾓ(8)､ｻｶ
ﾂﾗｶﾞﾝ(8)､ｼﾅｶﾞﾁｮｳ（家禽）(8)､ｷﾊﾞｼﾊｲｲﾛｶﾞ
ﾝ(8)､ﾖｰﾛｯﾊﾟｶﾞﾁｮｳ（家禽）(8)､ﾊﾜｲｶﾞﾝ(18)､
ｼｼﾞｭｳｶﾗｶﾞﾝ(30)､ｱｶﾂｸｼｶﾞﾓ(30)､ﾂｸｼｶﾞﾓ
（8）､ｸﾋﾞﾜｺｶﾞﾓ（8）､ｱﾒﾘｶｵｼ（8）､ｵｼﾄﾞﾘ（8）､
ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ（8）､ﾖｼｶﾞﾓ（8）､ﾄﾓｴｶﾞﾓ（8）､ｺｶﾞﾓ
(30)､ﾏｶﾞﾓ（8）､ｱﾋﾙ（家禽）（8）､ｼﾏｱｼﾞ（8）､
ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(30)、ﾎｵｼﾞﾛｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(8)、ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ
（8）､ｱｶﾊｼﾊｼﾞﾛ（8）､ﾍﾞﾆﾊﾞｼｶﾞﾓ（30）､ｷﾝｸﾛ
ﾊｼﾞﾛ(5)、ｽｽﾞｶﾞﾓ（8）､ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ（8）､ｵｼﾞﾛﾜ
ｼ（7）､ｴｼﾞﾌﾟﾄﾊｹﾞﾜｼ(8)､ｲﾇﾜｼ（7）､ﾍﾋﾞｸｲﾜｼ
（10）､ｼﾁﾒﾝﾁｮｳ（家禽）（5）､ｶﾝﾑﾘｼｬｺ(30)、
ｺｼﾞｭｹｲ(5)、ﾋｵﾄﾞｼｼﾞｭｹｲ（5）、ﾆﾜﾄﾘ（ｺﾞｲｼﾁｬ
ﾎﾞ）（5）､ﾆﾜﾄﾘ（小国)(10)､ﾆﾜﾄﾘ(ﾁｬﾎﾞ
雑)(30)､ｺｻﾝｹｲ(20)､ｼﾛﾐﾐｷｼﾞ(5)､ｺｼｼﾞﾛﾔﾏﾄﾞ
ﾘ(5)､ﾆﾎﾝｷｼﾞ(5)､ｷﾞﾝｹｲ(5)､ﾊｲｲﾛｺｸｼﾞｬｸ(8)､
ﾊﾟﾗﾜﾝｺｸｼﾞｬｸ(8)､ﾌｻﾎﾛﾎﾛﾁｮｳ(30)、ｸﾛﾂﾞﾙ
(5)､ﾀﾝﾁｮｳ(8)､ﾊｺﾞﾛﾓﾂﾙ（5）､ﾎｵｼﾞﾛｶﾝﾑﾘﾂﾙ
(10)､ｶﾝﾑﾘﾊﾞﾄ(7)､ｸﾛｵﾋﾞﾋﾒｱｵﾊﾞﾄ(5)､ｿﾃﾞｸﾞﾛ
ﾊﾞﾄ(5)､ﾙﾘｺｼﾎﾞﾀﾝｲﾝｺ(15)､ｽﾐﾚｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ
(5)､ﾙﾘｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(12)､ﾋﾜｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(10)､ｱｶｺ
ﾝｺﾞｳｲﾝｺ(5)､ﾍﾞﾆｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(8)､ｱｶﾐﾐｺﾝｺﾞｳｲﾝ
ｺ(8)､ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾄﾝｴﾎﾞｼﾄﾞﾘ(4)、ｵｳｶﾝｴﾎﾞｼﾄﾞﾘ
(5)､ｶﾗﾌﾄﾌｸﾛｳ(5)､ﾋｹﾞｺﾞｼｷﾄﾞﾘ(7)､ｵﾆｵｵﾊｼ
(7)､ｺｳﾗｳﾝ(30)､ｱｶﾊﾗｺﾉﾊﾄﾞﾘ(20)､ﾙﾘｺﾉﾊﾄﾞﾘ
(20)､ｱｼﾞｱｺﾞｼｷﾋﾜ(20)、ﾋﾉﾏﾙﾁｮｳ(20)、ﾎｳｵ
ｳｼﾞｬｸ(20)､ｱｶｴﾘﾎｳｵｳ(20)、ｺｳﾗｲｳｸﾞｲｽ
(20)、ｷﾝﾑﾈｵﾅｶﾞﾃﾘﾑｸ(20)、ﾂｷﾉﾜﾃﾘﾑｸ(20)

１０１９２ 号
１０１９３ 号
１０１９５ 号
１０１９６ 号
１０２０２ 号

鶴見 美佐子 犬(10)

平成３０年６月１９日

第 １０２３６ 号 販売

野口 有希

犬(3)、ねこ(3)

平成３０年８月８日

第 １０２３９ 号 販売

梅花 茉由

犬(5)、ねこ(10)

平成３０年８月２９日

第 １０２４１ 号 販売

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

71 有限会社 さがみ水産

代表取締役 川口 雅章

74 有限会社システムライフ

取締役 岩永 泰彦

75 株式会社 王子工芸

代表取締役 渡邉 勝義

76 川村 香織
代表取締役 福手 由美

78 松本 美智子

代表取締役 小島 章義

80 中村 秀夫

緑区おゆみ野２丁目３４－８
ライブアート春の道３－５０９
ペットプラスイオンモール幕張新 美浜区豊砂１番地８ ｲｵﾝﾓｰﾙ
2010601041828
都心店
幕張新都心 ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ2階
8020002077622 ＤＡＬＵＬＵ
稲毛区稲毛東３丁目６－１３
美浜区豊砂１番地８ ｲｵﾝﾓｰﾙ
アクアステージ２１幕張新都心
4030001037844
幕張新都心ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ2Fｱｸｱｽ
店
ﾃｰｼﾞ21
Ｇｏｌｄｅｎコロンｈｏｕｓｅ
花見川区柏井１丁目３３－１１
ペットショップ犬の家 ワンズ
稲毛区長沼町３３０－５０ ワ
8180001078151
モール稲毛店
ンズモール内
ペットサロンマツモト（松本鳥獣
若葉区桜木北３丁目５番６号
店）

7040001083661 ふくろうの城 千葉店

82 村上 朱音
83 片岡 昌子

ＴＨＥ Ｎ.Ｐ.Ａ
まったりや

84 鈴木 敬子

すずの Dessert House

85 株式会社AHB
86 山岸 江身子

代表取締役 川口 雅章

87 株式会社 Coo&RIKU 東日本

代表取締役 大久保 浩之

88 今井 英介
89 黒川 憲之
代表取締役 大久保 浩之

91 泉水 栄香
92 中山 奈津美
93 木下 愛理
94
95
96
97

平野 敏也
髙木 真一郎
中山 奈津美
有限会社 ワンラブ

代表取締役 小林 励

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数

鳥類

爬虫類

６ 登録年月日

ﾘｸｶﾞﾒ科、ﾇﾏｶﾞﾒ科、ｽｯﾎﾟﾝ
科、ｽｯﾎﾟﾝﾓﾄﾞｷ科、ﾍﾋﾞｸﾋﾞｶﾞﾒ
科、ﾖｺｸﾋﾞｶﾞﾒ科ﾄﾞﾛｶﾞﾒ科、計
ｳｻｷﾞ科()、ﾈｽﾞﾐ科()、ﾃﾝｼﾞｸﾈ
60頭、ﾖﾛｲﾄｶｹﾞ科、ｺﾌﾞﾄｶｹﾞ
ｶｴﾃﾞﾁｮｳ科()、ｱﾄﾘ科()、ﾑｸﾄﾞﾘ
ｽﾞﾐ科()、ﾁﾝﾁﾗ科()、ﾘｽ科()、
科、ｱｼﾅｼﾄｶｹﾞ科、ﾋﾚｱｼﾄｶｹﾞ
井ノ口 真誉
科()、ｲﾝｺ科()、ｵｳﾑ科()、ﾊﾄ科
平成３０年９月１９日
ﾊﾘﾈｽﾞﾐ科()、ｲﾀﾁ科()、計100
科、ﾔﾓﾘ科ｲｸﾞｱﾅ科、ｱｶﾞﾏ
()、計100羽()
頭()
科、ｶﾒﾚｵﾝ科ﾄｶｹﾞ科、ﾄｶｹﾞﾓ
ﾄﾞｷ科、ｶﾅﾍﾋﾞ科、計40頭、ﾅ
ﾐﾍﾋﾞ科、ﾎﾞｱ科、ﾒｸﾗﾍﾋﾞ科、ﾆ
ｼｷﾍﾋﾞ科、ﾐｽﾞﾍﾋﾞ科、計30頭
鳥(5)

７ 登録番号

８ 業種

第 １０２４３ 号 販売

本田 卓也

犬(600)、ねこ(30)、ｳｻｷﾞ(5)

大塚 祐美

犬(70)、ねこ(30)

平成３０年１２月４日

岩永 泰彦

犬(8)、幼犬を含む

平成２５年１２月２４日 第 １０２４９ 号 販売

平成２５年１１月２６日 第 １０２４７ 号 販売

ﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ科(10)、ﾄﾞﾛｶﾞﾒ科
(50)

佐々木 正太

第 １０２４８ 号 販売

平成３１年２月２６日

第 １０２５０ 号 販売

平成３１年３月２７日

第 １０２５２ 号 販売

大髙 悠理乃 犬(36)、ねこ(6)

平成２６年３月１３日

第 １０２５３ 号 販売

松本 美智子 犬(8)、ねこ(3)

平成２６年５月１２日

第 １０２５４ 号 販売

文鳥（10)、ｷﾝｶﾁｮｳ（13)、
十姉妹(6)、ｶﾅﾘﾔ（4)、ｺｷﾝ鳥
ﾘｸｶﾞﾒ（17)、水ｶﾒ(30)
（2)、ﾖｳﾑ(1)、ｲﾝｺ(58)、ｲﾝﾄﾞｵ
ｳﾑ（1)、ﾏﾒﾙﾘﾊ（3)

平成２６年７月１日

第 １０２５５ 号 販売

花見川区作新台６丁目１８番
中村 秀夫
３５号

ｷｿﾃﾞﾎﾞｳｼｲﾝｺ(1)、ｺｶﾞﾈﾒｷｼｺ
ｲﾝｺ(1)、ｵｶﾒｲﾝｺ(7)、ｺｻﾞｸﾗ
ｲﾝｺ(3)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(9)、文鳥
(10)、十姉妹(8)、錦華鳥（3）、
胡錦鳥（4）、ﾏﾒﾙﾘﾊｲﾝｺ（2）、
ﾜｶﾅｲﾝｺ（3）、ｼﾓﾌﾘｲﾝｺ（1）、ｳ
ﾛｺｲﾝｺ（1）、ﾜｶｹﾎﾝｾｲｲﾝｺ
（1）、ｱｷｸｻｲﾝｺ（2）、羽衣ｾｷｾ
ｲｲﾝｺ（2）

平成２６年７月３０日

第 １０２５６ 号 販売

中央区富士見２丁目１８番４
号 第１西山ビル２Ｆ－Ｂ

ﾊﾔﾌﾞｻ(2)、ﾍﾞﾝｶﾞﾙﾜｼﾐﾐｽﾞｸ
(1)、ﾒﾝﾌｸﾛｳ(1)、ﾅﾝﾍﾞｲﾋﾅﾌｸﾛ
ｳ(1)、ｻﾊﾞｸｺﾉﾊｽﾞｸ(2)、ﾖｰﾛｯﾊﾟ
ｺﾉﾊｽﾞｸ(1)、ﾓﾘﾌｸﾛｳ(1)

平成２６年８月１日

第 １０２５７ 号 販売

川村 香織

ペットの専門店コジマ アリオ蘇 中央区川崎町５２番地７ アリ
1010601017300
原田 恭輔
我店
オ蘇我店内

ペットショップ＆ｃａｆｅ いこ～よ

ワールドファーマーズ 株式会
81
代表取締役 飯塚 和夫
社

90 株式会社 Coo&RIKU 東日本

美浜区新港１７０－１

プリティドッグ

73 株式会社 ＡＨＢ

79 株式会社 コジマ

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地

（有）さがみ水産みなと店（ロイ
代表取締役 長谷川 賢太郎 1021002040964 ヤルホームセンターみなと店
内）

72 本田 卓也

77 株式会社 犬の家

２ 法人番号

若葉区中田町２７２０番地
若葉区東寺山町４４０番地１ ロータリーパレス千葉４０３

犬(11)、子犬含む()

犬(50)、ねこ(15)、ｺﾓﾝﾊﾑｽ
ﾀｰ(18)、ﾄﾞﾜｰﾌﾊﾑｽﾀｰ（62)、
ﾓﾙﾓｯﾄ(10)、ﾃﾞｸﾞｰ（2)、ﾊﾘﾈ
ｽﾞﾐ（6)、ﾁﾝﾁﾗ（4)、ｳｻｷﾞ
（13)、ﾌｪﾚｯﾄ（10)、ﾘｽｻﾞﾙ
(1)、ｺﾓﾝﾏｰﾓｾｯﾄ(1)、ﾊﾑｽﾀｰ
(10)、ﾓﾓﾝｶﾞ(10)、ｼﾞｬｰﾋﾞﾙ
(4)、ﾊﾟﾝﾀﾞﾏｳｽ（6)、ｱﾌﾘｶﾔﾏ
ﾈ（2)、ﾋﾟｸﾞﾐｰｵﾎﾟｯｻﾑ（2)、ﾘｽ
(7)

椎名 恵里
村上 朱音
片岡 昌子

犬(25)
ﾌﾟﾚｰﾘｰﾄﾞｯｸﾞ(8)

平成２６年１２月２４日 第 １０２５８ 号 販売
平成２７年３月３１日 第 １０２５９ 号 販売

緑区誉田町２丁目２３番地２１
鈴木 敬子
犬(5)
３
緑区おゆみ野３丁目１６番地１ イオン鎌取４F
平川 颯太郎 犬(14)、ねこ(4)
若葉区御成台２丁目１６番地 山岸 江身子 犬(7)

2010601041828 ペットプラス鎌取店
F&C HAPPINESS HOUSE
ペットショップCoo&RIKU フレス
4011801025420
稲毛区長沼原町７３１番地１７
ポ稲毛店
花見川区花園２丁目１０番１７
うぱるぱ屋
号
花見川区幕張本郷５丁目１０
黒川 憲之
番２４号 ベルメゾン幕張本
郷２０４
ペットショップCoo&RIKU 若葉
4011801025420
若葉区都賀４丁目１番１号
都賀店
千葉セントラルドギーハウス
中央区浜野町１１２２－１
稲毛区稲毛１丁目１２－１１
Ｇ・Ｉ ファミリーペット
ベルセーヌ稲毛１０１
緑区おゆみ野中央４丁目２２
ぷちぷーＡＩＲＩＮ
－８
インコの館
稲毛区轟町２丁目３番１７号
侍ピッツ．インク．
若葉区東寺山町６１３番地
Ｇ・Ｉ ファミリーペット
美浜区高浜５丁目１２番１５号
ワンラブ イオンタウン稲毛長沼 稲毛区長沼町１１２－２

須藤 知夏

犬(50)、ねこ(10)

今井 英介

ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ(2)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(2)、ﾊ
ﾑｽﾀｰ(10)

水ｶﾒ(50)、ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ
(5)、ﾘｸｶﾞﾒ(10)

平成２７年４月１３日

第 １０２６０ 号 販売

平成２７年４月１０日
平成２７年５月１１日

第 １０２６１ 号 販売
第 １０２６２ 号 販売

平成２７年５月１４日

第 １０２６３ 号 販売

平成２７年７月１３日

第 １０２６４ 号 販売

ﾋﾞﾙﾏﾎｼｶﾞﾒ(3)、東ﾍﾙﾏﾝﾘｸｶﾞ
平成２７年１０月３０日 第 １０２６６ 号 販売
ﾒ(3)

黒川 憲之
立石 美沙紀 犬(70)、ねこ(10)

平成２８年２月１６日

第 １０２６９ 号 販売

泉水 栄香

平成２８年３月１０日

第 １０２７０ 号 販売

中山 奈津美 ねこ(8)

平成２８年３月２９日

第 １０２７２ 号 販売

木下 愛理

平成２８年４月７日

第 １０２７３ 号 販売

平成２８年７月５日
平成２８年９月２７日
平成２８年１１月２２日
平成２８年１０月１９日

第
第
第
第

平野
髙木
中山
小林

犬(5)

犬(18)

敏也
真一郎 犬(13)
奈津美 猫(8)
好
犬(40)、ねこ(10)

ｲﾝｺ(30)、ﾌｨﾝﾁ(10)

１０２７４ 号
１０２７６ 号
１０２７７ 号
１０２７９ 号

販売
販売
販売
販売

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
98 株式会社 ＭＯＦＦ
99 松本 貴美枝
10
有限会社 ｗａｎ’ｓ ｍａｌｌ
0
10
株式会社 蓮井
1

代表取締役 矢口 宗平

代表取締役 鈴木 洋平
代表取締役 蓮井 祐樹

10
小島 菜穂子
2
10
堤 亜紀子
3
10
長谷川 寿一
4

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数
美浜区豊砂１番地１ イオン
ｳｻｷﾞ(10)、ﾓﾙﾓｯﾄ(10)、ﾐｰｱ
Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ イオン
2050001037010
モール幕張新都心ファミリー 鈴木 彩乃
ｷｬｯﾄ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(5)、ﾊﾂｶﾈ
モール幕張新都心店
モール３Ｆ
ｽﾞﾐ(50)
Ｃａｔｔｅｒｙ ＦＵＪＩＭＡＲＵ
若葉区若松台３丁目１１番４ 松本 貴美枝 猫(10)
犬(40)、猫(20)、ｳｻｷﾞ(10)、ﾓ
4040002016706 ＰＣＰ千葉北店
稲毛区六方町７５番地１
鈴木 洋平
ﾙﾓｯﾄ(10)、ﾊﾑｽﾀｰ(100)
中央区千葉寺町１２０２番地６
7021001055140 Ｄｏｇ Ｓａｌｏｎ ＨＯＮＥＹ＆ＭＩＬＫ
蓮井 洋子
犬(0)、猫(0)、計(10)
さらしなビル１０２
ﾌｧﾝｼｰﾗｯﾄ(10)、ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ
小動物ハウス こまこや
中央区矢作町４０番地１
小島 菜穂子 (3)、ﾁﾝﾁﾗ(3)、ﾃﾞｸﾞｰ(4)、ｱﾌﾘ
ｶﾔﾏﾈ(5)、ｼﾏﾘｽ(3)
花見川区さつきが丘２丁目１
マルミ
堤 亜紀子
犬(10)
１－７
千葉爬虫類ショップ．ワイルド・ 中央区港町３番１号 第25大
長谷川 寿一
ファミリー
協ビル１０２号
２ 法人番号

10
村野 和史
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0

代表取締役 長谷川 和久

有限会社 エクセレントペット

代表取締役 長谷川 和久

中村 紳也
株式会社 ペットモールN

代表取締役 中村 三男

株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

11
イオンペット 株式会社
1
11
2
11
3
11
4
11
11
6
11
7
11
8
11
12

ちろるりぱぶりっく

有限会社 エクセレントペット

代表取締役 辻 晴芳

相澤 由紀子
有限会社 成川マネジメント

代表取締役 前川 太一

天野 志保
中津 さつき
株式会社 ラビータ

代表取締役 洲脇 誠司

株式会社 ジョーカー

代表取締役 蓮岡 秀幸

マルシェガーデン株式会社

代表取締役 石川 浩

渡慶次 優子
古郡 清隆

12
藤沼 順
1
12
土屋 和紀
2
12
髙井 金次
3
12
株式会社イーワーク
4

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地

若葉区若松町７９４－４２

村野 和史

ﾁﾝﾁﾗ(10)

有限会社 エクセレントペット
中央区生実町２５２２－１
田村 香緒里 犬･ねこ(20)
ペットステーションハセガワ生実
ペットステーションハセガワ ビ 緑区あすみが丘７丁目１ ブラ
8040002016074
加藤 浩生
犬(15)、ねこ(3)
バホームあすみが丘店
ンニューモール内
犬(6)、猫(6)、ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ(5)、
ＮｏａｈｓＡｒｋ
緑区大椎町１１８８－１７７
中村 紳也
ﾊﾑｽﾀｰ(10)、ｳｻｷﾞ(6)
株式会社ペットモールN（ユアペ
犬(20)、ねこ(7)、ｳｻｷﾞ(2)、ﾊ
3040001011139
若葉区桜木北１丁目２番４号 中村 三男
ティア）
ﾑｽﾀｰ(16)
ペットプラス ピアシティ稲毛海
2010601041828
美浜区真砂１丁目２番６号
袖山 洋子
犬(12)、ねこ(2)
岸店
美浜区真砂１丁目２番６号 ピ
ｳｻｷﾞ(20)、ﾊﾑｽﾀｰ(80)、ﾊﾘﾈ
3040001006808 ＰｅＴｅＭｏピアシティ稲毛海岸店 アシティ稲毛海岸店テナント 高橋 美幸
ｽﾞﾐ(6)、ﾓﾙﾓｯﾄ(3)、ﾁﾝﾁﾗ(2)、
Ｂ棟１階
ﾓﾓﾝｶﾞ(2)、ﾃﾞｸﾞｰ(4)
ＳＡＢＲＥ－ＯＳＴＲＡＶＡ ＪＰ 犬
中央区青葉町１２７５－１３
相澤 由紀子 犬(10)
舎
4010002050360 Ｋｅｎｎｙ幕張新都心
美浜区豊砂１－１３
小泉 庄八
若葉区千城台北３丁目２１－
ペットサロン Ｐiari
天野 志保
犬(8)、ねこ(2)
１ ３Ｆ
Ｗａｉｏｌｉ
若葉区小間子町５－１４９
中津 さつき 犬(10)、ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ(5)
ペットショップ ラビータ そごう 中央区新町１０００ そごう千
2260001008312
洲脇 健太
犬(16)、ねこ(6)、ｳｻｷﾞ(6)
千葉店
葉店８Ｆ
ＤＯＧ＆ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ 千葉Ｍ 中央区本千葉町１５－１ ミラ
3010601008149
関根 知優
犬(14)、ねこ(4)
ｉｏ店
マーレＳＣミーオ２ １階－１
美浜区新港１７０－１ ロイヤ
2010001160922 ペッツマルシェ
石川 浩
犬(15)、猫(12)
ルホームセンター千葉みなと
ｃｏｚｙ・ｆｏｒｅｓｔ・ｐｏｏｈｂａ
若葉区富田町１０８７－３
渡慶次 優子 犬(30)
ちっちゃいわん！
中央区亀井町１５－２２
古郡 清隆
犬(5)

爬虫類

J～box-!

くるみの森
髙井犬舎

若葉区西都賀４丁目１１ー１４
藤沼 順
－１９

12
有限会社 古谷輪業
5

代表取締役 古谷 栄一

4040002062527 Ｅｌ ｐａｒａｉｓｏ

12 株式会社ジョイフル本田
12 株式会社ＬｏｖｅＷａｌｋ
12 株式会社アザラシ

代表取締役社長 矢口 幸夫 6050001009303 株式会社ジョイフル本田千葉店 稲毛区園生町３６８番１号１ 新井 将太
犬(30)、猫(20)
代表取締役 磯村 直樹
4370001024924 株式会社ＬｏｖｅＷａｌｋ
稲毛区園生町３６８番１号１ 三本木 智子 犬(30)、猫(10)
代表取締役 松本 龍一
4040001102548 猫カフェMyao
中央区中央３丁目１８－３－３ 松本 龍一
猫(5)

12
株式会社Az
9

代表取締役 日比野 伸史

5140001096300 Pet&Aqua Az おゆみ野店
レプタイルズ Ｇａｉａ

稲毛区小深町５９９

緑区おゆみ野中央２丁目３－
四釜 夏美
１
若葉区加曽利町１０１９－６

岡部 大介

８ 業種

ｵｳﾑ(2)、ﾌｸﾛｳ(2)、ｵｶﾒｲﾝｺ
(10)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(10)

平成２８年１２月２２日 第 １０２８２ 号 販売
ｶﾒﾚｵﾝ(10)、ｲｸﾞｱﾅ(10)、ﾄｶｹﾞ
平成２９年１月６日
第 １０２８３ 号 販売
(20)、ﾍﾋﾞ(10)、陸亀(10)

平成２８年１１月３０日 第 １０２８１ 号 販売

平成２９年２月１３日

第 １０２８４ 号 販売

平成２９年３月１日

第 １０２８５ 号 販売

平成２９年３月２日

第 １０２８６ 号 販売

平成２９年３月２９日

第 １０２８７ 号 販売

ﾌﾄｱｺﾞﾋｹﾞﾄｶｹﾞ(10)、ﾋｮｳﾓﾝﾄｶﾞ
ｹﾞﾓﾄﾞｷ(10)、ｸｽﾃｯﾄﾞｹﾞｯｺｰ
平成２９年４月１２日
(10)

第 １０２８８ 号 販売

ﾍﾋﾞ類(20)、ﾄｶｹﾞ(20)、陸ｶﾞﾒ
(5)、水ｶﾞﾒ(5)

ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ(2)、ﾘｸｶﾞﾒ
(3)、ｽｲｿｳｶﾞﾒ(10)

ﾍﾋﾞ類(100)、ﾄｶｹﾞ(50)、ｶﾒ
(50)

平成２９年５月２日

第 １０２８９ 号 販売

平成２９年５月２日

第 １０２９０ 号 販売

平成２９年５月２９日

第 １０２９１ 号 販売

平成２９年６月１５日

第 １０２９２ 号 販売

平成２９年７月１４日

第 １０２９３ 号 販売

平成２９年７月１３日

第 １０２９４ 号 販売

平成２９年８月１７日

第 １０２９５ 号 販売

平成２９年８月１７日

第 １０２９６ 号 販売

平成２９年９月５日

第 １０２９７ 号 販売

平成２９年９月７日

第 １０２９８ 号 販売

平成２９年９月２１日

第 １０２９９ 号 販売

平成２９年９月１４日

第 １０３００ 号 販売

平成２９年１２月１２日 第 １０３０１ 号 販売
平成２９年１２月２６日 第 １０３０２ 号 販売
平成３０年１月１７日 第 １０３０３ 号 販売
ﾄｳﾌﾞﾊｺｶﾞﾒ(10)、ﾆｼｷﾊｺｶﾞﾒ
(5)、ｷﾎﾞｼｲｼｶﾞﾒ(12)、ﾄﾞﾛｶﾞﾒ
平成３０年１月１７日
(5)、ｶﾛﾘﾅﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶﾞﾒ(6)、ﾓ
ﾘｲｼｶﾞﾒ(3)

第 １０３０４ 号 販売

平成３０年１月３１日

第 １０３０５ 号 販売

平成３０年２月２２日

第 １０３０６ 号 販売

平成３０年３月１４日

第 １０３０７ 号 販売

平成３０年３月２６日

第 １０３０８ 号 販売

平成３０年４月１０日
平成３０年４月２０日
平成３０年４月２４日

第 １０３０９ 号 販売
第 １０３１０ 号 販売
第 １０３１１ 号 販売

ｸﾞﾘｰﾝｲｸﾞｱﾅ(1)、ﾍﾙﾏﾝ(4)、
ﾖｳﾑ(2)、ｱｵﾎﾞｳｼｲﾝｺ(2)、ｷｿﾃﾞ
ﾊﾟﾝｹｰｷ(2)、ｲﾝﾄﾞﾎｼｶﾞﾒ(2)、
ﾎﾞｳｼｲﾝｺ(2)
ﾋｮｳﾓﾝﾘｸｶﾞﾒ(2)

古谷 典子

７ 登録番号

ｲｸﾞｱﾅ(2)、ﾍﾋﾞ類(3)、ｶﾒ類
(5)、ﾄｶｹﾞ類(5)

稲毛区作草部１丁目２６－１
土屋 和紀
ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞ(14)
－３０７
花見川区幕張町１丁目７６９３
髙井 金次
犬(5)
－４
花見川区幕張本郷６丁目２７
大嶽 菜穂子 犬(4)
－７

8010401050338 ＬＩ．Ｄｏｇｓ

６ 登録年月日

ｲﾝｺ類(5)、ｵｳﾑ類(5)、ﾆﾜﾄﾘ
(100)、猛禽類(10)、ｶﾜｾﾐ(2)

8040002016074

代表取締役 組山 隆則

13 岡部 大介

鳥類

ｾｷｾｲｲﾝｺ(10)、ｵｶﾒｲﾝｺ(3)、ｺ
ﾊﾑｽﾀｰ(100)、ｳｻｷﾞ(5)、ﾓﾓﾝ
ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞ(5)、ﾘｸｶﾞﾒ(2)、水
ｻﾞｸﾗｲﾝｺ(10)、文鳥(5)、猛き
平成３０年５月１６日
ｶﾞ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(10)、ﾓﾙﾓｯﾄ(2)
亀(10)
ん(5)
ﾊﾑｽﾀｰ(0)、ﾓﾓﾝｶﾞ(0)、計(10) ｲﾝｺ(10)
ﾍﾋﾞ(50)、ﾄｶｹﾞ(20)、ｶﾒ(50)
平成３０年９月１４日

第 １０３１３ 号 販売
第 １０３１４ 号 販売

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

13
株式会社青空
1

代表取締役 竹内 勝貴

２ 法人番号

３ 事業所の名称、所在地

1180301027590 Ｌｉｆｅｚｏｏ

13 難波 ゆかり

Ｅｍｐｅｒｏｒ Ｃａｔ

13
メディカル・ペットケア株式会社 代表取締役 酒井 昭
3

2010501031490

13
東京ペット貿易株式会社
4

9011801010153 セルバス蘇我店

13
5
13
13
13
8
13
14
0
14
14
14
3
14
14
14
14
14
14
15
15
1
15
2
15
3
15
15
15
6
15
15
15
16
0
16
16
16
3
16
4
16
16
6
16
7
16
8
16
9
17
17
17
17
3
17

代表取締役 石鍋 昭

moco house（モコハウス）千葉
みなと店

木内 あかね

まんちの家

菊地 朝子
小川 裕子

Ｃｈｏｕｃｈｏｕ
Ｅ－ＤＥＮ 小川裕子

円城寺 里江子

ペットサロン サークル

仁平 順子

ペットショップ ぺティート
トリミングサロン・ホテル エン
ジェル
金子動物病院
トリミングハウス ＬＡＳＳＩＥ

吉野 千佳
金子 研二
君嶋 早苗
有限会社 キティボックス

代表取締役 花島 秀俊

細田 信幸
根本 和枝
高橋 洋子
有限会社 カソリエーシー
竹田 雅子
山本 美樹
和田 京子

代表取締役 木屋 伸之

ワンニャンハウス株式会社

代表取締役 北村 務

4040002003233 ペットサロン キティボックス
ホワイトスプレンダー
ペットビューティーサロンファ
ペットグルーミング トイハウス
2040002014323 かそり動物病院
ペットサロン ピュアランド
チャミキラ
ティンカーベル
ワンニャンハウス ペットクラブ
3150001013743
蘇我店

並木 誠

並木動物病院

中川 美智子

犬の美容室ありす

有限会社ハリー
有限会社 そが動物病院

代表取締役 馬場 信一郎
代表取締役 髙橋 浩之

長瀬 泰彦
有限会社 ボイス
稲垣 建夫
今関 泉

取締役 近藤 喜代美

藤澤 初美

ペットサービス藤ママ

伊藤 裕美子
橋本 木綿子
有限会社 おかだ動物病院

代表取締役 岡田 敏

株式会社 習志野保温

代表取締役 坂本 勝行

山田 しのぶ
平塚 真紀子
岸川 久美子
田中 清
池本 みな
中島 豊
株式会社 高品ハウジング
榊原 伏沙子
山口 麻里子
鈴木 和雄

4040002014338 有限会社 ハリー
9040002017468 そが動物病院
わんわん美容室 ホテル ミル
キーホワイト
3040002014628 倶楽部ペットＶＯＩＣＥ
イナガキ ドックセンター
ペットの美容室 ＢＯＷ ＷＯＷ

代表取締役 山中 操

４ 動物取扱
責任者

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数
ﾔｷﾞ(3)、ﾋﾂｼﾞ(3)、犬(5)、猫
(5)、ｱﾙﾊﾟｶ(2)、ｳｻｷﾞ(10)、ﾜﾗ
ﾋﾞｰ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(20)、ﾃﾝﾚｯｸ
(10)、ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ(2)、ﾐｰｱｷｬｯﾄ
中央区川崎町５１－１ フェス
竹内 勝貴
(5)、ｶﾜｳｿ(1)、ｻﾙ(5)、ｱﾙﾏｼﾞ
ティバルウォーク蘇我２Ｆ
ﾛ(3)、ﾅﾏｹﾓﾉ(1)、ｺｳﾓﾘ(5)、ﾓ
ﾙﾓｯﾄ(30)、ﾊﾑｽﾀｰ(100)、ﾈｽﾞ
ﾐ(30)、ﾏｰﾗ(5)、ｶﾋﾟﾊﾟﾗ(2)、ﾔ
ﾏｱﾗｼ(2)、ﾘｽ(20)、ﾁﾝﾁﾗ(5)
若葉区小倉町８９８－８
難波 ゆかり 猫(6)
美浜区新港１７０－１ ロイヤ
ルホームセンター千葉みなと 白川 昌世
犬(0)、猫(0)、計(15)
店内
ｳｻｷﾞ(5)、ﾊﾑｽﾀｰ(20)、ﾓﾓﾝｶﾞ
中央区川崎町５５－３ 島忠
渡邉 舟一
(4)、ﾃﾞｸﾞｰ(4)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(4)、ﾓ
ホームズ蘇我店内
ﾙﾓｯﾄ(2)、ﾘｽ(4)
美浜区高洲２丁目１０－１－６
木内 あかね 猫(10)
０７
花見川区作新台２丁目１－５ 菊地 朝子
犬(5)、子犬を含む(0)
緑区小食土町７番地
小川 裕子
犬(25)
円城寺 里江
花見川区浪花町９０９－１
犬(18)、猫(6)
子
若葉区貝塚町１３１０－１３
仁平 順子
犬(10)、ねこ(3)
花見川区千種町３０番地１ 三
吉野 千佳
犬(10)
誠ビル３Ｆ
中央区星久喜町１１６５－４ 金子 研二
犬および猫(15)
若葉区小倉台２丁目１１－７ 君嶋 早苗
犬(6)
稲毛区小仲台４丁目７－６ 川
花島 秀俊
犬(15)、ねこ(10)
崎ビル１F
若葉区中野町１４８５
細田 信幸
犬(7)
中央区道場南１丁目１０－２１ 根本 和枝
犬(13)、ねこ(4)
花見川区宮野木台２丁目５－ 高橋 洋子
犬(7)
若葉区加曽利町１０６１－１１ 木屋 晃子
犬(10)、ねこ(4)
稲毛区宮野木町１７２２－３７ 竹田 雅子
犬(10)、ねこ(2)
若葉区東寺山町９０２－２
山本 美樹
犬(0)、ねこ(4)
若葉区桜木北２丁目２６－４３ 和田 京子
犬(7)
中央区川崎町５５－３
若葉区千城台西１丁目１２－
１５
若葉区千城台東４丁目２９－
１２
稲毛区小中台町５３３－１
中央区蘇我２丁目２３番２０号

鳥類

爬虫類

ｲﾝｺ･ｵｳﾑ(30)、梟(30)、鷹(5)、
ﾊﾔﾌﾞｻ(5)、ｺﾝﾄﾞﾙ(1)、ｱﾌﾘｶﾊ
ｹﾞｺｳ(1)、ﾍﾟﾘｶﾝ(2)、ﾌﾗﾐﾝｺﾞ
ﾍﾋﾞ(30)、ﾄｶｹﾞ(30)、ｶﾒ(30)
(2)、ﾂﾙ(5)、ｻｲﾁｮｳ(5)、ｵｵﾊｼ
(4)、ﾜﾗｲｶﾜｾﾐ(2)ｱﾋﾙ(5)、ｶﾓ
(10)、ﾆﾜﾄﾘ(10)、ﾋﾖｺ(200)

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

平成３０年９月１９日

第 １０３１５ 号 販売

平成３０年１０月１５日 第 １０３１６ 号 販売
平成３０年１０月１２日 第 １０３１７ 号 販売

ｲﾝｺ(10)、ｵｳﾑ(3)

ｶﾒ(20)、ﾄｶｹﾞ(5)、ﾍﾋﾞ(3)

平成３０年１１月１４日 第 １０３１８ 号 販売
第 １０３１９ 号 販売
平成３１年１月２９日
平成３１年２月２１日

第 １０３２０ 号 販売
第 １０３２１ 号 販売

平成３１年２月２８日

第 １０３２２ 号 販売

平成２８年７月３１日

第 ２０００９ 号 保管

平成２８年７月３１日

第 ２００１０ 号 保管

平成２８年１１月１６日 第 ２００１３ 号 保管
平成２８年９月２１日 第 ２００１５ 号 保管
平成２８年９月２９日

第 ２００１６ 号 保管

平成２８年９月２１日
平成２８年１１月１６日
平成２８年９月２９日
平成２９年６月１日
平成２８年１０月２０日
平成２８年１０月２０日
平成２８年１０月２０日

第
第
第
第
第
第
第

２００１７ 号
２００１８ 号
２００１９ 号
２００２０ 号
２００２１ 号
２００２３ 号
２００２４ 号

保管
保管
保管
保管
保管
保管
保管

伊藤 恵理香 犬(10)、ねこ(5)

平成２８年１１月３０日 第 ２００２６ 号 保管

並木 妙子

平成２８年１１月１６日 第 ２００２８ 号 保管

犬(10)、ねこ(10)

中川 美智子 犬(3)

平成２８年１２月４日

第 ２００２９ 号 保管

小堺 真梨子 犬(12)、ねこ(12)
髙橋 由里
犬(7)、ねこ(7)

平成２９年６月１日
平成２９年６月１日

第 ２００３０ 号 保管
第 ２００３１ 号 保管

花見川区畑町１８５３－８

長瀬 泰彦

平成２９年２月３日

第 ２００３２ 号 保管

緑区おゆみ野南１丁目２８－
中央区都町４６３番地７
緑区おゆみ野中央７丁目１－
花見川区幕張町３丁目１７７８
番地２
若葉区西都賀２丁目１３－１２
稲毛区長沼原町７９８－１

近藤 喜代美 小動物(30)、犬･ねこ(35)
稲垣 春江
犬(10)、猫(2)
今関 泉
犬(6)、ねこ(1)

平成２８年１２月４日
平成２９年２月６日
平成２９年１月１２日

第 ２００３３ 号 保管
第 ２００３８ 号 保管
第 ２００４１ 号 保管

平成２９年３月１４日

第 ２００４４ 号 保管

伊藤 裕美子 犬(3)
橋本 木綿子 犬(20)
犬(14)、ねこ(14)、ｳｻｷﾞ(14)、
岡田 佐知子
ｾｷｾｲｲﾝｺ(10)
ﾊﾑｽﾀｰ(10)

平成２９年３月１５日
平成２９年３月２９日

第 ２００４５ 号 保管
第 ２００４８ 号 保管

平成２９年３月２６日

第 ２００４９ 号 保管

坂本 美貴

平成２９年４月１６日

第 ２００５１ 号 保管

山田 しのぶ 犬(3)

平成２９年４月５日

第 ２００５２ 号 保管

平塚 真紀子 犬(30)

平成２９年５月７日

第 ２００５３ 号 保管

岸川 久美子 犬(5)、ねこ(2)

平成２９年４月２６日

第 ２００５８ 号 保管

田中 清

犬(10)

平成２９年５月１１日

第 ２００６２ 号 保管

池本 みな

犬(5)

平成２９年５月１１日

第 ２００６３ 号 保管

平成２９年５月１８日
平成２９年５月１８日
平成２９年６月６日

第 ２００６７ 号 保管
第 ２００６８ 号 保管
第 ２００６９ 号 保管

平成２９年６月５日

第 ２００７１ 号 保管

平成２９年６月１日

第 ２００７２ 号 保管

トリミングハウス ドリーム
トリミング＆ホテル ＲＥＮＡ
マリーナストリートおかだ動物病
8040002019985
美浜区磯辺３丁目１４－７
院
１０１ペットビューティスタジオ＆
6040001014667
花見川区千種町２５０－２５
ホテル
ペットサロン マロン
美浜区磯辺７丁目２４番１８号
緑区あすみが丘東２丁目２５
愛犬の美容室キャンキャン
－１
花見川区検見川町３丁目３７
Doggy wash twinkle
０－５０
美浜区高洲１丁目１６－１５
ペットサロン きよし
ウインド稲毛１F
花見川区幕張本郷２丁目２８
ワンちゃんの美容室 Ｗｉｎｋ
番１４号
ペットショップ ミント
若葉区大宮台１丁目８－８
7040001004254 アニマー湯 千葉店
若葉区高品町１５８５－２１
Ｊ．Ｔ．Ｌ千葉店
美浜区磯辺７丁目２５－８
ＰＵＲＥ/日本ペットシッターサー
花見川区犢橋町１０９１－８
ビス千葉北店
鈴木警察犬家庭犬訓練所
花見川区犢橋町２００２－３

藤澤 初美

犬(8)、ねこ(2)
ﾌｨﾝﾁ､ｵｳﾑ系類(10)

ｶﾒ､ｲｸﾞｱﾅ､ﾄｶｹﾞ類(10)

犬(6)

犬(16)

中島 豊
犬(10)、ねこ(7)
竹山 舞
犬(8)、ねこ(3)
榊原 伏沙子 犬(5)、ねこ(3)
山口 麻里子 犬(20)、ねこ(40)
鈴木 和雄

犬(10)

ｲﾝｺ(20)、文鳥(20)、ｵｳﾑ(20)

ｶﾒ(20)

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
17
17
17
7
17

三角 誠
有限会社 ペットクリニックナイ
有限会社 ペットクリニックナイ
ル
植田 美江

17
４ＦＯＯＴ４ 株式会社
9
18
18
1
18
2
18
18
18
18
18
18
8
18
9
19
19
1
19
2
19
3
19
4
19
19
19
19
8
19
9
20
0

代表取締役 関口 洋之

日暮 直行
杉本 一美
大塚 邦夫
有限会社 グリーン動物病院
大内 洋子
川本 育子
庭山 広太
有限会社 エイ．ランド
有限会社 シックスラインコー
ポレーション

代表取締役 平野 敏明

代表取締役 髙橋 英雄
取締役 小川 貴子

藤澤 さおり
田﨑 理加
有限会社 スマイル

代表取締役 深町 輝康

鈴谷 実佳
イオンペット 株式会社

代表取締役 辻 晴芳

イオンペット 株式会社

代表取締役 辻 晴芳

有限会社 四季彩工房
胡桃 晴夫
有限会社千城台動物病院

代表取締役 猪原 秀樹
代表取締役 諸橋 兼治

丹野 貴博
園田 秀樹
日本獣医サービス 株式会社 代表取締役 小島 秀也

20
松尾 ゆう子
1
20
2
20
3
20
20
20
6
20
20
20
21
0
21
1
21
2

大幡 真奈美
笠井 尚子
小平 まり子
株式会社 アネットハセガワ

代表取締役 長谷川 正昭

４ＦＯＯＴ４ 株式会社

代表取締役 関口 洋之

長内 美由紀
岩田 吾郎
小野田 等
安西 夕貴
丹野 貴博
石橋 津奈子

21
川竹 紀枝
3
21
21
5
21
6
21
7
21
8

市川 小百合
萩原 有里
菅原 純子
山本 和美
益子 真理子

４ 動物取扱 ５ 主として取り扱う動物の
鳥類
爬虫類
責任者
種類及び数
長沼ペットセンター
稲毛区長沼原町２９
三角 誠
犬(6)
9040002015728 ナイル動物病院
中央区千葉寺町１２１０－１４ 向後 真由美 犬(2)、ねこ(2)
緑区おゆみ野南１丁目２１－
9040002015728 ライン動物病院
北島 恵
犬(2)、ねこ(2)
１４
トリミングサービス ＷＡＮ ＷＡ 若葉区加曽利町１０１３－２２ 植田 美江
犬(2)
美浜区打瀬３丁目９ 幕張ベ
Ｇｒｏｏｍｉｎｇ Ｓａｌｏｎ ４ＣＡＲＡＴ
2040001009992
イタウンパティオス２２番街１ 鈴木 隆一
犬(10)、ねこ(5)
４
００号室
Ｄｏｇ サロン アンジュ
緑区誉田町２丁目２４－１０３ 鈴木 弥生
犬(6)、ねこ(2)
緑区誉田町２丁目６番５４号
Ｊ・Ｐ・Ｌ・Ａ 千葉南店
杉本 一美
犬(10)、ねこ(2)
－５１１
花見川区宮野木台３丁目２１
宮野木トリミングサロン
藤城 八寿子 犬(5)
－７
8040002003584 グリーン動物病院
緑区あすみが丘４丁目１－１ 緑川 恵梨
犬(10)、ねこ(4)
鳥(5)
マルブンペットステーション
花見川区長作町１８５２
大内 洋子
犬(4)、ねこ(3)
十姉妹(15)、ｾｷｾｲｲﾝｺ(5)
トップ・キャラクター
稲毛区小深町１２１－４
川本 育子
犬(35)
いぬの美容室 ＷＯＮ ＰＩＥＣＥ 中央区生実町７６７－４
庭山 広太
犬(10)
3040002001667 エイ．ランドおゆみ野動物病院 緑区おゆみ野３丁目３１－３ 髙橋 久美子 犬(15)、ねこ(10)
トリミングファクトリー トリプルワ
9040002016123
中央区院内２丁目１－１１
小川 貴子
犬(17)
ン
花見川区幕張町１丁目７６７５
犬(10)、ねこ(20)、ﾌｪﾚｯﾄ
ベッセル
藤澤 さおり
小鳥(10)
－２－２１１
(10)、ﾊﾑｽﾀｰ(10)
犬猫美容室 イヴ
中央区松波３丁目１０－５
田﨑 理加
犬(5)
犬(18)、ねこ(11)、
7040002019706 スマイルどうぶつ病院 美浜
美浜区真砂２丁目１２－８
有働 麻里
ｳｻｷﾞ(5)、ﾌｪﾚｯﾄ(5)、ﾊﾑｽﾀｰ
(5)
緑区おゆみ野中央６丁目３－
ドッグトリミング 鈴谷
鈴谷 実佳
犬(3)、ねこ(1)
１５
イオンペット ビューティサロンお 緑区おゆみ野南５丁目３７－
3040001006808
大川 倫子
犬(20)、ねこ(6)
ゆみ野店
１ イオンタウンおゆみ野内
イオンペット ビューティサロン 稲毛区小仲台１丁目４番２０
3040001006808
武井 麦穂
犬(8)、ねこ(2)
稲毛店
号 イオン稲毛店２階
1040002013904 有限会社 四季彩工房
中央区港町１９番２号
猪原 秀樹
犬(15)、ねこ(15)、うさぎ(5)
殿山ガーデン乗馬クラブ
若葉区源町８３９
胡桃 友美
馬(5)
3040002007359 (有）千城台動物病院
若葉区千城台北３丁目１０－ 諸橋 裕子
犬(9)、ねこ(4)
中央区今井２丁目１２番９号
犬の美容室 アスティ
田口 晋輔
犬(5)
１－１０１
若葉区みつわ台２丁目１０－
そのだ動物病院
角来 友美子 犬(8)、ねこ(8)、(最大)(8)
２１
稲毛区稲毛東４丁目３番１２
ﾊﾑｽﾀｰ(2)、ﾌｪﾚｯﾄ(2)、ｳｻｷﾞ
7040001013247 あいペットクリニック稲毛獣医科
蛯名 明香
号
(2)、犬猫合わせて(17)
稲毛区作草部１丁目２６－１
Bon bon Kennel
レーベンハイム西千葉ガーデ 松尾 ゆう子 犬(2)
ンシティ１０１
緑区あすみが丘東１丁目１３
犬(11)、ねこ(11)、ｳｻｷﾞ(2)、ﾊ ｾｷｾｲｲﾝｺ(2)、ｵｶﾒｲﾝｺ(2)、文
昭和の森動物病院
大幡 真奈美
ｶﾒ(2)
番１１号
ﾑｽﾀｰ(2)
鳥(2)
小型犬ペットサロン リトル ブラ 千葉市緑区あすみが丘９丁
笠井 尚子
犬(5)
ウン
目２０番２５号
Dog Grooming MAPAMO
若葉区都賀の台２丁目９－１ 小平 まり子 犬(3)
1040001000382 海浜動物医療センター
美浜区高洲４丁目１－１８
長谷川 貴之 犬(25)、ねこ(18)
わんわん保育園 ヴィラ・マリー 美浜区磯辺２丁目６－６ ｳｴﾙ
2040001009992
並木 靖香
犬(20)、ねこ(15)
ナ
ｽﾞ21磯辺ﾊﾟｰﾄ1、A号室１F
エアリーファーストワンズJP
緑区おゆみ野５丁目２３－２ 長内 美由紀 犬(3)
にしちば動物病院
中央区春日２丁目２－１２
岩田 篤子
犬(2)、ねこ(2)
おのだ動物病院
中央区蘇我５丁目２２番１５号 渡邉 輝成
犬(9)、ねこ(6)、ｳｻｷﾞ(2)
緑区誉田町２丁目２３０７－２
わんこのよろずや フレンド
安西 夕貴
犬(3)
３２
花見川区幕張町５丁目４１７
犬の美容室アスティ幕張店
横島 彩
犬(6)
－１６０ －１０１
中央区浜野町１０２５－７８ ハ
ＣｏＣｏＲｏｍａ
石橋 津奈子 犬(3)、ねこ(1)
イツトリオＡ－１０１
犬(1)、ねこ(1)、ｳｻｷﾞ(1)、ﾌｪ
ｲﾝｺ(1)、文鳥(1)
ペットシッター ボンキーズ
中央区星久喜町８９１－９
川竹 紀枝
ﾚｯﾄ(1)、ﾊﾑｽﾀｰ(1)、(最大1
(最大1日5件)
日5件)
Trimming Salon ｱﾌﾛﾃﾞｨｰﾃ
中央区春日２丁目１８－１１ 市川 小百合 犬(8)
花見川区作新台５丁目３番３
パステルドッグ
桑原 茜
犬(8)
６号
中央区登戸３丁目７－８－８０
犬(0)、ねこ(0)、ﾌｪﾚｯﾄ(0)、*
いきものがかり
菅原 純子
ｲﾝｺ(0)、文鳥(0)、ｵｳﾑ(0)
８
一日8件ほど(0)
犬、ねこ、ﾊﾑｽﾀｰ、
ｲﾝｺ、ｵｳﾑ、文鳥（最大6件ま
ペットシッター ティアラ
美浜区幕張西４丁目１－１１ 山本 和美
ｶﾒ(最大6件まで)
ﾌｪﾚｯﾄ、ｳｻｷﾞ(最大6件まで) で)
美浜区高洲４丁目１２－４－２
犬(5)、ねこ(5)、
ペットシッター ＰＥＰＥ
益子 真理子
０８
ｳｻｷﾞ(5)、ﾊﾑｽﾀｰ(5)
２ 法人番号

３ 事業所の名称、所在地

６ 登録年月日

７ 登録番号

平成２９年６月１２日
平成２９年６月１２日

第 ２００８０ 号 保管
第 ２００８１ 号 保管

平成２９年６月１２日

第 ２００８２ 号 保管

平成２９年６月１２日

第 ２００８４ 号 保管

平成２９年６月１２日

第 ２００８５ 号 保管

平成２９年６月１２日

第 ２００９０ 号 保管

平成２９年６月２１日

第 ２０１００ 号 保管

平成２９年６月２１日

第 ２０１０２ 号 保管

平成２９年６月２９日
平成２９年６月１２日
平成２９年６月１２日
平成２９年６月２１日
平成２９年６月２９日

第
第
第
第
第

平成２９年６月２１日

第 ２０１１５ 号 保管

平成２９年８月２９日

第 ２０１１７ 号 保管

平成３０年３月１１日

第 ２０１３４ 号 保管

平成３０年４月１８日

第 ２０１３７ 号 保管

平成３０年４月１８日

第 ２０１３８ 号 保管

平成３０年５月１３日

第 ２０１３９ 号 保管

平成３０年７月１１日

第 ２０１４３ 号 保管

２０１０７ 号
２０１０８ 号
２０１１０ 号
２０１１２ 号
２０１１４ 号

８ 業種

保管
保管
保管
保管
保管

平成２５年１０月１日 第 ２０１４４ 号 保管
平成３０年８月１１日 第 ２０１４６ 号 保管
平成３０年１０月１４日 第 ２０１５０ 号 保管
平成２６年７月１４日

第 ２０１５６ 号 保管

平成２６年９月２４日

第 ２０１５８ 号 保管

平成２６年１１月１７日 第 ２０１６１ 号 保管
平成２７年３月１０日

第 ２０１６２ 号 保管

平成２７年１月２８日

第 ２０１６４ 号 保管

平成２７年１月２８日

第 ２０１６５ 号 保管

平成２７年２月１９日
平成２７年５月１９日

第 ２０１６７ 号 保管
第 ２０１７１ 号 保管

平成２７年６月９日

第 ２０１７３ 号 保管

平成２７年１２月２２日 第 ２０１７９ 号 保管
平成２７年１２月２７日 第 ２０１８１ 号 保管
平成２８年２月４日
第 ２０１８２ 号 保管
平成２８年５月２５日

第 ２０１８６ 号 保管

平成２８年６月３日

第 ２０１８８ 号 保管

平成２８年６月３日

第 ２０１８９ 号 保管

平成２８年６月２７日

第 ２０１９１ 号 保管

平成２８年１０月３日

第 ２０１９２ 号 保管

平成２８年７月１４日

第 ２０１９３ 号 保管

平成２８年８月８日

第 ２０１９４ 号 保管

平成２８年１０月３日

第 ２０１９８ 号 保管

平成２８年１０月３日

第 ２０１９９ 号 保管

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

21
千葉市動物公園
9

22
22
1
22
22
22
4
22
22
22
22
22
23
0
23
1
23
2
23
23
23
23
23
7
23
23
9
24
0
24
1
24
2
24
3
24
24
5
24
24
24
8
24
9
25

園長 石田 戢

池田 明美
髙梨 久枝
澤 陽香
代表取締役 辻 晴芳

森 隆史
西川 鉄平
株式会社アネットハセガワ
松村 真由美
ＨＡＮＤ株式会社

代表取締役 長谷川 正昭

株式会社千葉興業運輸

代表取締役 松崎 愼一

株式会社トーリーメイト

代表取締役 三橋 則昭

株式会社トーリーメイト

代表取締役 三橋 則昭

代表取締役 富加見 則明

有限会社ポン・フルール
代表取締役 橋本 充弘
有限会社 キーラインエクセル 取締役 水堀 絹代
株式会社れもん来夢
代表取締役 細野 悦子
髙松 美佐子
禹 尚熹
足立 州子
株式会社すずらんマイフレンズ 代表取締役 登川 正紀
牧田 和宏
株式会社ＧＯＯＤＢＥＬＬＳ

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地

千葉市動物公園

若葉区源町２８０番地

ｗａｎ ｃｕｔ

小川 美和

イオンペット 株式会社

２ 法人番号

代表取締役 川村 敏一

盧 亨萬

緑区あすみが丘２丁目４４－
稲毛区稲毛東４丁目５番１号
ペットシッター ひいろ日和。
ウェリス稲毛５２１
花園牧場
緑区平川町１３４９－１１
ペットサロン Ｅｓｐｏｉｒ
緑区おゆみ野６丁目１７－９
イオンペット ビューティサロン 美浜区ひび野１丁目３番地
3040001006808
幕張店
イオン幕張１Ｆ
パワフル ファミリー犬舎
緑区越智町６０９－４１
検見川どんぐり動物病院
美浜区真砂２丁目２４－１３
1040001000382 はせがわ動物病院
中央区新千葉３丁目３－２
Ｐｕｅｎｔｅ
花見川区花園５丁目９－２
6040001015814 ふかみ動物病院
若葉区桜木５丁目４－１５
美浜区幸町１丁目１６－１ 幸
3040001047843 ペットサロンＭＡＨＡＬＯ
町ビル２０２号
美浜区新港３２－１１ ＭｒＭａｘ
3080001018502 ＰＥＴ'Ｓ ＭＡＸ 千葉美浜店
千葉美浜店内
緑区おゆみ野中央２丁目３－
3080001018502 ＰＥＴ'Ｓ ＭＡＸ おゆみ野店
１ ＭｒＭａｘ おゆみ野店内
1040002010612 ドッグラン・カフェ加恋ちゃん家 緑区あすみが丘８丁目２８－
9040002003146 オリーブの森ドッグラン
若葉区小間子町１－４９８
1040001042268 Ｐｅｔ ｉｔ ｍａｉｓｏｎ
中央区仁戸名町７２０－５６
Ｋｅｖｉｎ’ｓ Ｇａｒｄｅｎ
稲毛区穴川３丁目１１－７９
緑区おゆみ野南２丁目１６－
ｍｉｃｈｉ
４－１０２
ドッグシッター 足立 州子
中央区仁戸名町４８０－２８８
緑区おゆみ野南６丁目１２－
2040001080250 株式会社すずらんマイフレンズ
１
美浜区真砂１丁目４番２４号
ｓｏｌａｒｉ
１Ｆ
若葉区みつわ台５丁目３１－
9040001080500 犬濯屋川村
１１
つが動物病院

株式会社犬のがっこうＥＣＯ－
代表取締役 川野 信哉
ＬＥ
柳澤 修樹
荒木 由美

2010601035747 （株）犬のがっこうＥＣＯ－ＬＥ
ペットシッター・夢（ムー）
ペットシッター クッカバラ

株式会社伸芽
有限会社エクセレントペット

代表取締役 西山 寛
代表取締役 長谷川 和久

4040001016450 クレッセ動物病院
8040002016074 one's dear one

イオンペット 株式会社

代表取締役 辻 晴芳

3040001006808 ｐｅｃｏｓ 幕張新都心

清田 義昭

池田 明美

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数

ｵｵｶﾝｶﾞﾙｰ(30)､ﾐﾅﾐｺｱﾘｸｲ(5)､ﾌﾀﾕﾋﾞﾅﾏｹ
ﾓﾉ(6)､ﾑﾂｵﾋﾞｱﾙﾏｼﾞﾛ(10)、ﾃﾞﾏﾚﾙｰｾｯﾄｵｵ
ｺｳﾓﾘ(100)､ﾜｵｷﾂﾈｻﾞﾙ(10)､ｴﾘﾏｷｷﾂﾈｻﾞ
ﾙ(7)、ｽﾛｰﾛﾘｽ(8)､ｼｮｳｶﾞﾗｺﾞ(20)､ｵｸﾞﾛﾏｰ
ﾓｾｯﾄ(35)、ｼﾛｶﾞｵﾏｰﾓｾｯﾄ(30)､ｸﾛﾐﾐﾏｰﾓ
ｾｯﾄ(30)､ﾋﾟｸﾞﾐｰﾏｰﾓｾｯﾄ(20)､ｴﾝﾍﾟﾗｰﾀﾏﾘ
ﾝ(20)､ﾜﾀﾎﾞｳｼﾀﾏﾘﾝ(20)､ｺﾓﾝｰﾏｰﾓｾｯﾄ
(20)、ｼﾞｪﾌﾛｲｸﾓｻﾞﾙ(4)､ﾌｻｵﾏｷｻﾞﾙ(5)､ﾌﾞ
ﾗｯｻﾞｸﾞｪﾉﾝ(5)､ｱﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ(ｷｸﾕ)(10)､ｱ
ﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ(ｺﾝｺﾞ)(8)､ﾊﾟﾀｽｻﾞﾙ（6）､ﾎﾝﾄﾞ
ｻﾞﾙ（50）､ｸﾛｻﾞﾙ（8）､ﾏﾝﾄﾞﾘﾙ(5)､ｶｵﾑﾗｻｷ
ﾗﾝｸﾞｰﾙ(6)､ﾌｸﾛﾃﾅｶﾞｻﾞﾙ(4)､ﾆｼｺﾞﾘﾗ(6)､ﾁ
ﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ(8)､ﾎﾞﾙﾈｵｵﾗﾝｳｰﾀﾝ(5)､ｼｾﾝﾚｯ
ｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ(10)､ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ(10)､ｷﾝｶｼﾞｭｰ
（8）､ｺﾂﾒｶﾜｳｿ（15）､ﾐｰｱｷｬｯﾄ（20）､ｱﾌﾘｶ
ﾗｲｵﾝ(5)、ｶﾙﾌｫﾙﾆｱｱｼｶ（8）､ｱｼﾞｱｿﾞｳ
（4）､ﾛﾊﾞ（家畜種）（4）､ｳﾏ（ﾄﾞｳｻﾝﾊﾞ）（2）､
ｳﾏ（ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾆｰ）（2）､ｳﾏ（ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ）
（1）､ﾓｳｺﾉｳﾏ（6）､ｸﾞﾚﾋﾞｰｼﾏｳﾏ（10）、ﾏﾚｰ
ﾊﾞｸ（8）､ﾌﾞﾀ（ﾎﾟｯﾄﾍﾞﾘｰ）（20）､ﾄﾅｶｲ（5）､ｱ
ﾐﾒｷﾘﾝ（6）､ｱﾒﾘｶﾊﾞｲｿﾝ（5)､ｳｼ(ﾎﾙｼｭﾀｲ
ﾝ)(2)､ｳｼ(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)(2)､ｳｼ（ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｰﾏ
ﾝ）(2)、ﾔｷﾞ(ｼﾊﾞﾔｷﾞ)(30)､ｼﾛｵﾘｯｸｽ(5)､ﾋﾂ
ｼﾞ(ｺﾘﾃﾞｰﾙ)(8)､ﾑﾌﾛﾝ(35)､ｼﾀﾂﾝｶﾞ(10)､ﾐｹ
ﾘｽ(5)､ｵｸﾞﾛﾌﾟﾚｰﾘｰﾄﾞｯｸ(10)､ﾆﾎﾝﾘｽ（10）､
ｱﾒﾘｶﾋﾞｰﾊﾞｰ(10)､ｶﾔﾈｽﾞﾐ(100)､ﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ
（家畜種）(20)､ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐ（家畜種）(70)､
ｶﾋﾟﾊﾞﾗ(8)､ﾊﾟｶ(5)､ﾁﾝﾁﾗ（家畜種）(30)､ｶｲ
ｳｻｷﾞ(30)

鳥類
ﾀﾞﾁｮｳ(10)､ｴﾐｭｳ(10)､ｹｰﾌﾟﾍﾟﾝｷﾞﾝ（20）､ﾌﾝ
ﾎﾞﾙﾄﾍﾟﾝｷﾞﾝ（20）､ﾋﾛﾊｼｻｷﾞ（10）､ﾊｼﾋﾞﾛｺｳ
(6)､ｱﾌﾘｶﾊｹﾞｺｳ(6)､ｼｮｳｼﾞｮｳﾄｷ(10)､ｱﾌﾘｶﾍ
ﾗｻｷﾞ(10)､ﾍﾞﾆｲﾛﾌﾗﾐﾝｺﾞ(20)､ﾁﾘｰﾌﾗﾐﾝｺﾞ
(25)､ｺｶﾞﾀﾌﾗﾐﾝｺﾞ(20)､ｱｶﾘｭｳｷｭｳｶﾞﾓ(8)､ｻｶ
ﾂﾗｶﾞﾝ(8)､ｼﾅｶﾞﾁｮｳ（家禽）(8)､ｷﾊﾞｼﾊｲｲﾛｶﾞ
ﾝ(8)､ﾖｰﾛｯﾊﾟｶﾞﾁｮｳ（家禽）(8)､ﾊﾜｲｶﾞﾝ(18)､
ｼｼﾞｭｳｶﾗｶﾞﾝ(30)､ｱｶﾂｸｼｶﾞﾓ(30)､ﾂｸｼｶﾞﾓ
（8）､ｸﾋﾞﾜｺｶﾞﾓ（8）､ｱﾒﾘｶｵｼ（8）､ｵｼﾄﾞﾘ（8）､
ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ（8）､ﾖｼｶﾞﾓ（8）､ﾄﾓｴｶﾞﾓ（8）､ｺｶﾞﾓ
(30)､ﾏｶﾞﾓ（8）､ｱﾋﾙ（家禽）（8）､ｼﾏｱｼﾞ（8）､
ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(30)、ﾎｵｼﾞﾛｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(8)、ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ
（8）､ｱｶﾊｼﾊｼﾞﾛ（8）､ﾍﾞﾆﾊﾞｼｶﾞﾓ（30）､ｷﾝｸﾛ
ﾊｼﾞﾛ(5)、ｽｽﾞｶﾞﾓ（8）､ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ（8）､ｵｼﾞﾛﾜ
ｼ（7）､ｴｼﾞﾌﾟﾄﾊｹﾞﾜｼ(8)､ｲﾇﾜｼ（7）､ﾍﾋﾞｸｲﾜｼ
（10）､ｼﾁﾒﾝﾁｮｳ（家禽）（5）､ｶﾝﾑﾘｼｬｺ(30)、
ｺｼﾞｭｹｲ(5)、ﾋｵﾄﾞｼｼﾞｭｹｲ（5）、ﾆﾜﾄﾘ（ｺﾞｲｼﾁｬ
ﾎﾞ）（5）､ﾆﾜﾄﾘ（小国)(10)､ﾆﾜﾄﾘ(ﾁｬﾎﾞ
雑)(30)､ｺｻﾝｹｲ(20)､ｼﾛﾐﾐｷｼﾞ(5)､ｺｼｼﾞﾛﾔﾏﾄﾞ
ﾘ(5)､ﾆﾎﾝｷｼﾞ(5)､ｷﾞﾝｹｲ(5)､ﾊｲｲﾛｺｸｼﾞｬｸ(8)､
ﾊﾟﾗﾜﾝｺｸｼﾞｬｸ(8)､ﾌｻﾎﾛﾎﾛﾁｮｳ(30)、ｸﾛﾂﾞﾙ
(5)､ﾀﾝﾁｮｳ(8)､ﾊｺﾞﾛﾓﾂﾙ（5）､ﾎｵｼﾞﾛｶﾝﾑﾘﾂﾙ
(10)､ｶﾝﾑﾘﾊﾞﾄ(7)､ｸﾛｵﾋﾞﾋﾒｱｵﾊﾞﾄ(5)､ｿﾃﾞｸﾞﾛ
ﾊﾞﾄ(5)､ﾙﾘｺｼﾎﾞﾀﾝｲﾝｺ(15)､ｽﾐﾚｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ
(5)､ﾙﾘｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(12)､ﾋﾜｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(10)､ｱｶｺ
ﾝｺﾞｳｲﾝｺ(5)､ﾍﾞﾆｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(8)､ｱｶﾐﾐｺﾝｺﾞｳｲﾝ
ｺ(8)､ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾄﾝｴﾎﾞｼﾄﾞﾘ(4)、ｵｳｶﾝｴﾎﾞｼﾄﾞﾘ
(5)､ｶﾗﾌﾄﾌｸﾛｳ(5)､ﾋｹﾞｺﾞｼｷﾄﾞﾘ(7)､ｵﾆｵｵﾊｼ
(7)､ｺｳﾗｳﾝ(30)､ｱｶﾊﾗｺﾉﾊﾄﾞﾘ(20)､ﾙﾘｺﾉﾊﾄﾞﾘ
(20)､ｱｼﾞｱｺﾞｼｷﾋﾜ(20)、ﾋﾉﾏﾙﾁｮｳ(20)、ﾎｳｵ
ｳｼﾞｬｸ(20)､ｱｶｴﾘﾎｳｵｳ(20)、ｺｳﾗｲｳｸﾞｲｽ
(20)、ｷﾝﾑﾈｵﾅｶﾞﾃﾘﾑｸ(20)、ﾂｷﾉﾜﾃﾘﾑｸ(20)

爬虫類

ｸｻｶﾞﾒ(20)、ｲｼｶﾞﾒ(10)、ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐ
ｶﾞﾒ(10)、ｱﾙﾀﾞﾌﾞﾗｿﾞｳｶﾞﾒ(7)、ｹﾂﾞﾒﾘｸ
ｶﾞﾒ(5)、ﾎｳｼｬｶﾞﾒ(10)、ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ(3)、
ﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ(3)、ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ(3)

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

平成２８年１１月７日

第 ２０２００ 号 保管

平成２８年１２月２２日 第 ２０２０４ 号 保管

髙梨 久枝
澤 陽香

犬(2)
犬(4)、ねこ(5)、ｳｻｷﾞ(2)、ﾌｪ
ﾚｯﾄ(1)
犬(100)
犬(5)

大西 瑞穂

小川 美和

平成２９年２月９日

第 ２０２０６ 号 保管

平成２９年１月２６日
平成２９年２月９日

第 ２０２０７ 号 保管
第 ２０２０８ 号 保管

犬(20)、ねこ(3)

平成２９年２月２０日

第 ２０２０９ 号 保管

森 隆史
西川 鉄平
栗山 莉央奈
松村 真由美
畠山 智子

犬(2)
犬(8)、ねこ(6)
犬(10)、ねこ(8)
犬(8)
犬(6)、ねこ(8)、うさぎ(2)

平成２９年３月１９日
平成２９年３月６日
平成２９年４月２０日
平成２９年５月１７日
平成２９年６月１８日

第
第
第
第
第

丸山 里奈

犬(15)

平成２９年１０月９日

第 ２０２２６ 号 保管

石野 百代

犬(0)、猫(0)、計(25)

平成２９年１０月３０日 第 ２０２２７ 号 保管

犬(9)、ねこ(9)、(合わせて9
頭)
都子
犬(5)
絹代
犬(3)
悦子
犬(5)、ねこ(5)
美佐子 犬(13)

２０２１３ 号
２０２１４ 号
２０２１７ 号
２０２２０ 号
２０２２３ 号

保管
保管
保管
保管
保管

岡本 唯

平成２９年１０月３０日 第 ２０２２８ 号 保管

橋本
水堀
細野
髙松

平成２９年１１月１日
平成２９年１１月２９日
平成２９年１２月２６日
平成３０年１月１６日

第
第
第
第

２０２２９ 号
２０２３２ 号
２０２３４ 号
２０２３５ 号

保管
保管
保管
保管

禹 尚熹

犬(10)

平成３０年１月７日

第 ２０２３６ 号 保管

足立 州子

犬(5)、ねこ(3)、ｳｻｷﾞ(2)
犬(20)、ねこ(4)、うさぎ･ﾊﾑｽ
ﾀｰ･ﾌｪﾚｯﾄ(4)

平成３０年３月１日

第 ２０２３８ 号 保管

平成３０年３月２７日

第 ２０２３９ 号 保管

牧田 和宏

犬(3)

平成３０年３月２７日

第 ２０２４１ 号 保管

川村 千鶴

犬(11)

平成３０年４月１６日

第 ２０２４３ 号 保管

若葉区貝塚２丁目１－７

深山 美和子

犬(30)、ねこ(30)、ﾊﾑｽﾀｰ
(4)、ｳｻｷﾞ(20)

平成３０年５月８日

第 ２０２４４ 号 保管

緑区おゆみ野南５丁目３７

木村 舞子

犬(20)

平成３０年５月２１日

第 ２０２４６ 号 保管

稲毛区小深町２７３－３９
若葉区みつわ台３丁目３１－
１６
稲毛区長沼原町７９４－１
緑区あすみが丘１丁目１７－
美浜区豊砂１番地８ イオン
モール幕張新都心１階

柳澤 修樹

平成３０年６月２６日

第 ２０２４８ 号 保管

平成３０年７月１６日

第 ２０２４９ 号 保管

西山 桃子
野口 有希

犬(2)、ねこ(2)
犬(2)、ねこ(6)、ｳｻｷﾞ(6)、ﾊﾑ
ｲﾝｺ(10)、文鳥(10)
ｽﾀｰ(10)
犬(6)、ねこ(6)
犬(30)、ねこ(5)

平成３０年８月９日
平成３０年８月８日

第 ２０２５０ 号 保管
第 ２０２５１ 号 保管

松元 麻耶

犬(143)、ねこ(15)

平成３０年１０月３日

第 ２０２５５ 号 保管

登川 正紀

荒木 由美

所 正樹

とことこ動物病院

若葉区都賀４丁目１７－４

所 香菜

田村 惠

Ｗ ダブル

中央区都町３丁目２５－１０

田村 惠

犬(10)、ねこ(5)、ｳｻｷﾞ(1)、ﾌｪ
ﾚｯﾄ(1)
犬(3)

ｲﾝｺ(4)

平成３０年１０月２３日 第 ２０２５８ 号 保管
平成３０年１２月２５日 第 ２０２６３ 号 保管

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
25
25
2
25
3

２ 法人番号

橋本 晋

かまとり動物愛護病院

矢合 由美子

コルッピー

株式会社アイアニマル・ペット
クリニック

代表取締役 森本 啓子

４ 動物取扱
責任者
橋本 晋

３ 事業所の名称、所在地

9040001083825 アイアニマル ペットクリニック

緑区おゆみ野４丁目２３－１
美浜区打瀬２丁目３ パティオ
矢合 さほり
ス２番街 店舗４号室
中央区弁天１丁目１０－３

森本 啓子

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数
犬(8)、ねこ(6)

鳥類

爬虫類

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

平成３０年１２月９日

第 ２０２６４ 号 保管

犬(5)

平成３１年１月１７日

第 ２０２６６ 号 保管

犬(10)、ねこ(6)

平成３１年２月７日

第 ２０２６８ 号 保管

25
海宝 昌代
4

ワンちゃんのカットハウス ふぉ 花見川区検見川町３丁目３４
海宝 昌代
るむＭ＆Ａ
０－１８ 宮間コーポ１０１号室

犬(2)、ねこ(1)、1日最大2頭()

平成３１年３月１２日

第 ２０２６９ 号 保管

25
髙山 智彦
5

トリミングサロン ＳＡＲＡ ぷら
すＷＯＮ

稲毛区稲毛台町２３－１－１０
髙山 智彦
２

犬()、ねこ()、合わせて9頭()

平成３１年２月１８日

第 ２０２７１ 号 保管

25
小野 恵太
6

幕張どうぶつ病院

花見川区幕張町４丁目６３－
小野 恵太
１

平成３１年２月２８日

第 ２０２７２ 号 保管

平成３１年３月４日

第 ２０２７３ 号 保管

平成３１年３月７日

第 ２０２７４ 号 保管

平成２６年３月１３日

第 ２０２７５ 号 保管

平成２６年５月２日

第 ２０２７７ 号 保管

松本 美智子 犬(8)、ねこ(3)

平成２６年５月１２日

第 ２０２７８ 号 保管

岡本 栄子

平成２６年５月２７日

第 ２０２７９ 号 保管

平成２６年６月２６日
平成２６年７月１日

第 ２０２８０ 号 保管
第 ２０２８１ 号 保管

平成２６年７月１日

第 ２０２８２ 号 保管

25
25
8
25
9
26
0
26
1
26
2
26
26

平林 郁弥

ドッグサロン ラ・ブランシュ

松浦 隼

ペットサロン なんくるないさ

株式会社 犬の家

8180001078151

堀越 謙二郎

ペットショップ犬の家 ワンズ
モール稲毛店
ペットシッターおゆみ野

ペットサロンマツモト（松本鳥獣
若葉区桜木北３丁目５番６号
店）
中央区星久喜町１００２番地２
ペット サロン オカモト
０
ぽわり（ＰＯＷＡＲＩ）
中央区都町２丁目２８番７号
トリミングＳａｌｏｎ Ｌｉｌｙ Ｌａｋｅ
稲毛区園生町４６８番地

松本 美智子
岡本 栄子
小倉 野都華
山北 百合湖

26
株式会社 コジマ
5
26
26
7
26
8
26
27
27
1
27
2
27
27
4
27
5
27
27
7
27
8
27
9
28
28
1
28
2
28
3
28
4
28
28
28
7
28
28
29
0
29
1
29

代表取締役 福手 由美

緑区誉田町２丁目２４－２９０
花見川区幕張本郷５丁目１７
－５ サンパレスアイバB1
稲毛区長沼町３３０－５０ ワ
ンズモール内
緑区おゆみ野南２丁目３１番
１号

代表取締役 小島 章義

1010601017300

笹木 絵美子

平林 郁弥

犬(8)、ねこ(8)、ｳｻｷﾞ(1)、ﾌｪ
ｾｷｾｲｲﾝｺ(1)、文鳥(1)、ｵｶﾒｲ
ﾚｯﾄ(1)、ﾊﾑｽﾀｰ(1)、ﾁﾝﾁﾗ
ﾝｺ(1)
(1)、ﾓﾙﾓｯﾄ(1)
犬(10)

松浦 隼

犬()、ねこ()、合わせて5頭()

大髙 悠理乃 犬(6)
堀越 謙二郎 犬(5)、ねこ(3)

十姉妹(3)

犬(5)、ねこ(2)

小倉 野都華 犬(6)、ねこ(2)、(最大)(6)
山北 百合湖 犬(2)

ペットの専門店コジマ アリオ蘇 中央区川崎町５２番地７ アリ
原田 恭輔
我店
オ蘇我店内

犬(9)

トリミングサロン Ｌａｕｇｈ Ｄｏｇｓ 緑区誉田町２丁目２８番５４号
中央区大森町４４１番地６ －
ペットシッター弁助
１０１
緑区あすみが丘３丁目１番地
Ｗｉｓｅ Ｄｏｇ
４３
ドッグサロン ワンハート
稲毛区穴川町３８３番地１５
キャット オアシス
花見川区瑞穂３丁目２番８号
美浜区打瀬３丁目５番４号 １
チェリーペット
２０３
花見川区幕張本郷７丁目８番
ドッグサロン Ｍａｈａｌｏ
２１号
ＴＨＥ Ｎ.Ｐ.Ａ
若葉区中田町２７２０番地
若葉区加曽利町１５１１番地
老犬ホーム 百合の里
浜田方
花見川区さつきが丘１丁目２
Dog Salon KAEDE ～楓～
８番５号
animal assistant Haro
稲毛区山王町１１番地５７
イオンペットビューティサロン鎌 緑区おゆみ野３丁目１６番地
取店
ゆみーる鎌取４F
緑区おゆみ野３丁目１６番地
ペットプラス鎌取店
１ イオン鎌取４F
ペットプラスイオンモール幕張新 美浜区豊砂１番地８ ｲｵﾝﾓｰﾙ
都心店
幕張新都心 ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ2階
ペットプラス幕張店
美浜区ひび野１丁目３番地
ちば愛犬動物フラワー学園 お 緑区おゆみ野中央１丁目１５
ゆみ野ドッグサイト
番地２
ペットショップCoo&RIKU フレス
稲毛区長沼原町７３１番地１７
ポ稲毛店
花見川区こてはし台１丁目９
いわぶち動物病院
番３号

笹木 絵美子 犬(2)、ねこ(1)、(最大)(2)
犬(1)、ねこ(1)、ｳｻｷﾞ(1)、
十姉妹(1)、ｲﾝｺ(1)、文鳥(1)、
齋藤 仁泰
ｲｸﾞｱﾅ(1)、ｶﾒ(1)
ﾘｽ(1)、ｽﾅﾈｽﾞﾐ(1)、ﾌｪﾚｯﾄ(1) ｵｳﾑ(1)

平成２６年７月２３日

第 ２０２８３ 号 保管

平成２６年８月１２日

第 ２０２８４ 号 保管

今井 明日香 犬(4)、ねこ(2)、(最大)(4)

平成２６年９月８日

第 ２０２８５ 号 保管

永岡 よし江
鈴木 美保

平成２６年９月２２日
平成２６年９月２４日

第 ２０２８６ 号 保管
第 ２０２８７ 号 保管

久保 聡

美浜区レイ動物病院

美浜区磯辺１丁目２３－３

久保 聡

李 銀順
村上 由香

トリミングハウス ドッグワン
ドッグサロン ZEN

中央区生実町２５００－１９
中央区大森町１６６番地１１
緑区おゆみ野１丁目２７番地
１ おゆみ野ベースＰＩＴ２
中央区本町２丁目９番１４号
若葉区小倉町８７５番地９
中央区仁戸名町３５８－２ －
１０３
緑区あすみが丘３丁目５１－
１６ フレンズヒル１０１
緑区誉田町１丁目１４８番地２

李 銀順
村上 由香

齋藤 仁泰
今井 明日香
永岡 よし江
有限会社 キテイボックス

代表取締役 花島 秀俊

4040002003233

角屋 智恵子
早川 育実
村上 朱音
猪野 武志
佐々木 優一
佐藤 陽香
イオンペット 株式会社

代表取締役 小玉 毅

3040001006808

株式会社AHB

代表取締役 川口 雅章

2010601041828

株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

2010601041828

株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

2010601041828

学校法人 中村学園

理事長 中村 洋子

1040005001476

株式会社 Coo&RIKU 東日本

代表取締役 大久保 浩之

4011801025420

岩渕 昌彦

株式会社Ｆｅｌｉｃｉｔｅ

代表取締役 小出 康史

3040001090091 Sparkle

櫻井 陽道
有限会社サクララン

取締役 鵜澤 和広

ラ・アンベリール
3040002015865 DogLife Beyond

中島 穣

くるり動物病院にとな

清野 亮子

トリミングサロン フレンズ

室井 里香

Dog Salon furi furi

犬(9)、ねこ(5)、(最大)(9)
ねこ(21)
ねこ(10)、犬(3)、ｳｻｷﾞ(2)、ﾊ
角屋 智恵子
ｲﾝｺ科(3)、文鳥(2)
ﾑｽﾀｰ(4)

ﾍﾋﾞ(2)、ｶﾒ類(10)

平成２６年１０月１５日 第 ２０２９０ 号 保管

早川 育実

犬(5)

平成２６年１１月２７日 第 ２０２９１ 号 保管

村上 朱音

犬(5)

平成２６年１２月２４日 第 ２０２９２ 号 保管

猪野 武志

犬(9)

平成２７年２月１７日

第 ２０２９５ 号 保管

佐々木 優一 犬(9)、ねこ(1)

平成２７年３月５日

第 ２０２９８ 号 保管

佐藤 陽香

平成２７年４月１３日

第 ２０３００ 号 保管

瀬川 奈津美 犬(8)、ねこ(2)

平成２７年４月３日

第 ２０３０１ 号 保管

平川 颯太郎 犬(14)、ねこ(4)

平成２７年４月１０日

第 ２０３０２ 号 保管

大塚 祐美

犬(8)、ねこ(2)

平成２７年４月２１日

第 ２０３０３ 号 保管

本橋 里沙

犬(2)、ねこ(1)

平成２７年４月２１日

第 ２０３０４ 号 保管

小松崎 悠司 犬(80)

平成２７年４月２８日

第 ２０３０５ 号 保管

須藤 知夏

犬(13)、ねこ(2)

平成２７年５月１４日

第 ２０３０７ 号 保管

岩渕 昌彦

犬(6)、ねこ(4)

平成２７年５月２１日

第 ２０３０９ 号 保管

平成２７年５月２８日

第 ２０３１０ 号 保管

平成２７年６月１２日
平成２７年６月１５日

第 ２０３１１ 号 保管
第 ２０３１２ 号 保管

平成２７年８月３日

第 ２０３１３ 号 保管

平成２７年９月１５日
平成２７年１０月９日

第 ２０３１５ 号 保管
第 ２０３１７ 号 保管

犬(10)、ねこ(15)

大塚 美季
今西 知世

犬()、ねこ()、ｳｻｷﾞ()、ﾊﾑｽﾀｰ
鳥()
()、ﾌｪﾚｯﾄ(0)、計26頭(0)
犬(6)
犬(2)
犬(9)、ねこ(9)、ﾌｪﾚｯﾄ(5)、ﾊﾑ
ｽﾀｰ(5)、ｳｻｷﾞ(5)
犬(5)
犬(5)

岡橋 香奈

犬(9)、ねこ(4)

平成２７年１１月１３日 第 ２０３１８ 号 保管

清野 亮子

犬(2)

平成２７年１１月１８日 第 ２０３１９ 号 保管

室井 里香

犬(主に小型犬)(3)

平成２７年１２月９日

小出 康史

第 ２０３２０ 号 保管

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
29
29
4
29
29
6

２ 法人番号

河原木 智子

ＥＬＵＣＯ ｄｏｇ ｇｒｏｏｍｉｎｇ

室島 雅子

室島 雅子

三村 竜明

みむら動物病院
ペットショップCoo&RIKU 若葉
4011801025420
都賀店

株式会社 Coo&RIKU 東日本

代表取締役 大久保 浩之

代表取締役 笹谷 佐知子

7040001092282 ａｎｉｍａｌ ｌｉｆｅ（アニマルライフ）
ドッグ サロン カロン

４ＦＯＯＴ４ 株式会社

代表取締役 関口 洋之

2040001009992 ベイタウンペットクリニック

株式会社 ロマノフ
プサロス 幸絵

代表取締役 渡邊 威久

6040001084173 ロマノフ動物病院
ドッグサロン シャンコパン

代表取締役 湊 幸子

9040001056847 こころ動物病院

稲毛区六方町２６番地７

代表取締役 小島 拓之

4010401122462

ぷちぷーＡＩＲＩＮ

株式会社 アドバンス・アゲイ
ン

代表取締役 渡邉 正美

ペットサロン ボンボン

株式会社 エードール

代表取締役 堀田 素愛

ＤＯＧ＆ＡＩ 千葉店

丸山 友香理

ドッグサロン コロちゃん

中河 未来

犬猫美容室 ＫＩＫＩ

新井 直美

ペットシッター たまびとや

31 株式会社 カントリークラブマ
0 ネジメント
31 有限会社 ワンラブ

代表取締役 小林 励

31
常住 直人
2
31 有限会社 鈴木企画

東京クラシッククラブ 馬主クラ
若葉区和泉町２８２番地
ブ
ワンラブ イオンタウン稲毛長沼 稲毛区長沼町１１２－２
ｓｍａｌｌ ａｎｉｍａｌ ｃｌｉｎｉｃ

取締役 鈴木 隆太郎

5040002006004 鈴木犬猫病院

31
倉本 憲和
4

南町ペットクリニック

31 株式会社 テイルドッグ

代表取締役 和泉 奈々

6040001095666 テイルドッグ

31
株式会社 ＭＯＦＦ
6

代表取締役 矢口 宗平

2050001037010

代表取締役 鈴木 洋平

ペットシッター Ｐｕｒｉｔｙ（ピュア
ティ）
4040002016706 ＰＣＰ千葉北店

32
3
32
4
32
5
32
6
32
32
8
32
9
33
0

若葉区都賀４丁目１番１号

株式会社 Ａｕｘｉ
阿部 桂子

ペットシッターＳＯＳ 千葉中央
店

木下 愛理

30
株式会社 こころ動物病院
9

31
7
31
31
9
32
0
32
1
32
2

中央区末広１丁目３番２３号
稲毛区長沼原町３１７番地１
室島 雅子
ヴィルフォーレ稲毛１－２０３
緑区平山町１９２２番地６４
三村 竜明

中央区祐光１丁目２番１号
グラン・コート千葉シティ６０６
号
緑区おゆみ野中央４丁目２２
－８
中央区新田町９－３ セイタイ
ビル１階
中央区神明町１３番４号 日栄
ビル１階Ａ
稲毛区作草部１丁目１６番１９
号
花見川区南花園１丁目１７番
１号
中央区中央３丁目１７番１号３
００１
若葉区高品町８９９番地２
花見川区横戸町１番地５０
美浜区打瀬３丁目９番 幕張
ﾍﾞｲﾀｳﾝﾊﾟﾃｨｵｽ22番街100号
稲毛区長沼町３１２番地６
花見川区浪花町１６番地１３

29
川名 留美子
7
29
8
29
9
30
0
30
1
30
2
30
3
30
30
30
6
30
30

４ 動物取扱 ５ 主として取り扱う動物の
責任者
種類及び数
河原木 智子 犬(4)

３ 事業所の名称、所在地

大熊 ゆかり
有限会社 ｗａｎ’ｓ ｍａｌｌ
柳瀬 幸也
伊良部 恵美
宇野 真由美
株式会社 蓮井

代表取締役 蓮井 祐樹

Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ イオン
モール幕張新都心店

平成２８年１月２９日

第 ２０３２３ 号 保管

立石 美沙紀 犬(6)、ねこ(2)

平成２８年２月１６日

第 ２０３２４ 号 保管

平成２８年２月２２日

第 ２０３２５ 号 保管

平成２８年４月７日

第 ２０３２６ 号 保管

西岡 あずさ 犬(16)、ねこ(16)

平成２８年４月１５日

第 ２０３２７ 号 保管

堀田 素愛

平成２８年５月９日

第 ２０３２８ 号 保管

丸山 友香理 犬(2)

平成２８年６月８日

第 ２０３３０ 号 保管

中河 未来

犬(4)、猫(2)

平成２８年５月１８日

第 ２０３３１ 号 保管

新井 直美

犬(2)、猫(3)

平成２８年６月２８日

第 ２０３３２ 号 保管

田中 基子
阿部 桂子

犬(30)、猫(12)、ｳｻｷﾞ(6)
犬(3)

平成２８年６月２１日
平成２８年８月１日

第 ２０３３３ 号 保管
第 ２０３３４ 号 保管

長沼 夏美

犬(9)、ねこ(4)

平成２８年８月１０日

第 ２０３３５ 号 保管

渡邊 威久
プサロス 幸

犬(6)、ねこ(4)
犬(4)

平成２８年９月１５日
平成２８年９月１３日

第 ２０３３６ 号 保管
第 ２０３３７ 号 保管

湊 規郎

犬(0)、猫(0)、計(4)

平成２８年９月２９日

第 ２０３３８ 号 保管

三成 拓也

ｳﾏ(20)

平成２８年１０月１４日 第 ２０３３９ 号 保管

小林 好

平成２８年１０月１９日 第 ２０３４０ 号 保管

川名 留美子 犬(3)、ねこ(3)、ｳｻｷﾞ(2)
木下 愛理

犬(5)

犬(35)、猫(2)

ｲﾝｺ(10)、ｵｳﾑ(0)、文鳥(0)

ｶﾒ(5)

岡野 敏也

中央区南町２丁目１１番６号

倉本 憲和

犬(3)、猫(1)

平成２８年１１月７日

犬(6)
ｳｻｷﾞ(10)、ﾓﾙﾓｯﾄ(10)、ﾐｰｱ
ｷｬｯﾄ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(5)、ﾊﾂｶﾈ
ｽﾞﾐ(50)

平成２８年１１月３０日 第 ２０３４５ 号 保管

中央区都町３丁目７番１７号 並木 一公
美浜区豊砂１番地１ イオン
モール幕張新都心ファミリー 鈴木 彩乃
モール３Ｆ

ｲﾝｺ類(5)、ｵｳﾑ類(5)、ﾆﾜﾄﾘ
(100)、猛禽類(10)、ｶﾜｾﾐ(2)

ｲｸﾞｱﾅ(2)、ﾍﾋﾞ類(3)、ｶﾒ類
(5)、ﾄｶｹﾞ類(5)

中央区仁戸名町１０１番地４５ 大熊 ゆかり 犬(5)、猫(5)

平成２８年１０月２７日 第 ２０３４２ 号 保管
第 ２０３４３ 号 保管

平成２８年１１月３０日 第 ２０３４６ 号 保管
平成２８年１２月２１日 第 ２０３４７ 号 保管

犬(30)、猫(20)

平成２９年１月６日

第 ２０３４８ 号 保管

大井 彩乃

犬(4)、猫(2)

平成２９年１月２０日

第 ２０３４９ 号 保管

伊良部 恵美 犬(3)、猫(2)

平成２９年１月２５日

第 ２０３５０ 号 保管

宇野 真由美 犬(5)

平成２９年２月１日

第 ２０３５１ 号 保管

蓮井 洋子

犬(0)、猫(0)、計(10)

平成２９年２月１３日

第 ２０３５２ 号 保管

犬(3)

平成２９年２月１７日

第 ２０３５３ 号 保管

平成２９年２月２１日

第 ２０３５４ 号 保管

平成２９年３月２１日

第 ２０３５５ 号 保管

石川 雅章

美浜区磯辺１丁目２３番３号

久保 聡

株式会社 つむぎ福祉ハーネス
中央区亥鼻１丁目２番５号
老犬ホーム あしあと
8040002016099 千葉ライディングパーク
若葉区谷当町９９１－１
緑区あすみが丘東５丁目１６
ドッグサロン Ｆｕｒｉ ｆｕｒｉ Ｔａｉｌ
番１２号
日本ペットシッターサービス千葉 中央区宮崎２丁目８－１－３０
中央店
５
有限会社 エクセレントペット
8040002016074
中央区生実町２５２２－１
ペットステーションハセガワ生実

平成２８年１０月２０日 第 ２０３４１ 号 保管

鈴木 洋平

若葉区愛生町５９番地

代表取締役 長谷川 和久

ｲﾝｺ類(2)、ｶﾅﾘｱ類(2)

稲毛区園生町５８２番地１

中央区登戸１丁目２２番２５号
常住 直人
登戸Ｎ・Ｔステージ１Ｆ

ＢＥＮ 犬猫エキゾの病院

有限会社 エクセレントペット

平成２７年１１月２７日 第 ２０３２１ 号 保管

犬(4)、ねこ(4)

石川 雅章

四釜 小百合

８ 業種

第 ２０３２２ 号 保管

花見川区作新台６丁目１６番
荘司 初枝
１８号

式田 薫

７ 登録番号

平成２８年１月１２日

ドッグサロン Ｋｕｒｕｍｉ

7040001078249

６ 登録年月日

犬猫計(20)
ｳｻｷﾞ(0)、ﾓﾙﾓｯﾄ(0)、ﾊﾑｽﾀｰ
ｲﾝｺ(0)、ｵｳﾑ(0)、ﾌｨﾝﾁ(0)、計
(0)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(0)、ﾓﾓﾝｶﾞ(0)、
ｶﾒ(0)、ﾄｶｹﾞ(0)、計(5)
(10)
計(6)
犬･猫(15)、ｳｻｷﾞ･ﾊﾑｽﾀｰ(1) 小鳥･鶏(1)
ｶﾒ･ﾄｶｹﾞ(1)

稲毛区六方町７５番地１
美浜区稲毛海岸４丁目６番２
トリミングハウス愛
２号
美浜区真砂５丁目２－４－３０
てぃーだｗａｎ
７
稲毛区小仲台１丁目４番１号
Ｔｉｌｌ ｄｏｇ．
２－７１１
中央区千葉寺町１２０２番地６
7021001055140 Ｄｏｇ Ｓａｌｏｎ ＨＯＮＥＹ＆ＭＩＬＫ
さらしなビル１０２

5040001098001 美浜区レイ動物病院

爬虫類

犬(2)、ねこ(2)、他(0)

荘司 初枝

株式会社 美浜区レイ動物病
代表取締役 久保 聡
院
株式会社 つむぎ福祉ハーネ
代表取締役 鳥澤 治雄
ス
Ｍｅｒｒｙ Ｇｏ 有限会社
代表取締役 郷原 惠子

鳥類

犬(8)、猫(8)、ｳｻｷﾞ(3)、ﾌｪﾚｯ ｾｷｾｲｲﾝｺ(3)、ｵｶﾒｲﾝｺ(3)、猛 ｶﾒ類(3)、ﾄｶｹﾞ類(3)、ﾍﾋﾞ類
ﾄ(3)、ﾓﾙﾓｯﾄ(3)
禽類(1)
(3)
犬()、ねこ()、ｳｻｷﾞ()、ﾊﾑｽﾀｰ
鳥()
()、ﾌｪﾚｯﾄ(0)、計26頭(0)

末木 節子

犬(20)

平成２９年３月２９日

第 ２０３５６ 号 保管

郷原 惠子

馬(8)

平成２９年３月２９日

第 ２０３５７ 号 保管

式田 薫

犬(3)

平成２９年４月１１日

第 ２０３５８ 号 保管

四釜 小百合 犬(10)、ねこ(30)

平成２９年４月２１日

第 ２０３５９ 号 保管

田村 香緒里 犬･ねこ(15)

平成２９年５月２日

第 ２０３６０ 号 保管

33
1
33
33
3
33
4
33
33
6
33
33
8
33
34
0
34
1

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

２ 法人番号

有限会社 エクセレントペット

8040002016074

日向

代表取締役 長谷川 和久

渉

株式会社 ＢＥＡＮＳ

代表取締役 森本 匡洋

1040001085374

金 美華
株式会社LINKlink

代表取締役 吉田 弘一

2040001077627

株式会社Ｂｌｏｏｍ

代表取締役 藤永 雅

6040001083035

株式会社 ユアペティア

代表取締役 飯島 耕司

1012801016230

髙田 里華
株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

2010601041828

イオンペット 株式会社

代表取締役 辻 晴芳

3040001006808

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地
ペットステーションハセガワ ビ
バホームあすみが丘店
ドッグスクール日向

緑区あすみが丘７丁目１ ブラ
ンニューモール内
花見川区花園５丁目９－７
花見川区幕張町５丁目４１７
幕張ビーンズ・ペットクリニック
－１３４
美浜区幕張西１－８－２１ 市
ドッグ イズ ミラー
原コーポ１０１
Ｆｌｕｆｆｙ
緑区大膳野町４－６４８
緑区あすみが丘９丁目２９番
株式会社Ｂｌｏｏｍ
１号
ユアペティア千葉桜木店
若葉区桜木北１丁目２番４号
若葉区千城台南１丁目１６－
トリミングハウス ボニート・ペロ
１３－１
Ａｎｇｅｌ Ｄｏｇ
美浜区高洲１丁目９番６号
ペットプラス ピアシティ稲毛海
美浜区真砂１丁目２番６号
岸店
ＰｅＴｅＭｏ Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ ピ 美浜区真砂１丁目２ ピアシ
アシティ稲毛海岸店
ティ稲毛海岸

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数

鳥類

爬虫類

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

加藤 浩生

犬(14)、ねこ(14)

平成２９年５月２日

第 ２０３６１ 号 保管

日向

犬(10)
犬(9)、ねこ(6)、ｳｻｷﾞ(1)、ﾊﾑ
ｽﾀｰ(1)

平成２９年５月１９日

第 ２０３６２ 号 保管

平成２９年５月１３日

第 ２０３６３ 号 保管

平成２９年５月３１日

第 ２０３６４ 号 保管

渉

森本 匡洋
金 美華
本間 祥宏

犬(3)

平成２９年５月２５日

第 ２０３６５ 号 保管

藤永 雅

犬(25)

平成２９年６月５日

第 ２０３６６ 号 保管

長島 直人

犬(14)、ねこ(4)

平成２９年６月１５日

第 ２０３６７ 号 保管

犬(3)

平成２９年６月２２日

第 ２０３６８ 号 保管

髙田 里華

犬(5)

平成２９年７月１４日

第 ２０３６９ 号 保管

袖山 洋子

犬(1)、ねこ(1)

平成２９年７月１４日

第 ２０３７０ 号 保管

瀬川 奈津美 犬(21)、猫(4)

平成２９年７月１３日

第 ２０３７１ 号 保管

34
藤川 礼子
2

Ｔｉａｒａ

若葉区桜木北３丁目２６－１２ 藤川 礼子

犬(3)

平成２９年７月１３日

第 ２０３７２ 号 保管

34 太田 紘平

美浜どうぶつ病院

美浜区高洲１丁目１６－５３

太田 絋平

第 ２０３７３ 号 保管

若葉区野呂町１５８５－２０

橋本 吉政

犬(6)、ねこ(6)
平成２９年７月１９日
ﾛﾊﾞ(1)、ﾗﾊﾞ(1)、ﾔｷﾞ(14)、ｲﾉｼ
ｶﾞﾁｮｳ(5)、ｱｲｶﾞﾓ(1)、(上記飼 ﾘｸｶﾞﾒ(4)、(上記飼養動物 最
ｼ(1)、(上記飼養動物 最大取
平成２９年８月１０日
養動物 最大取扱20羽)()
大取扱10匹)()
扱40頭)()
犬(8)
平成２９年８月１７日

吉川 正樹

犬(5)、猫(5)、ｳｻｷﾞ(5)

平成２９年８月１８日

第 ２０３７５ 号 保管

天野 志保

犬(2)、ねこ(2)

平成２９年９月５日

第 ２０３７６ 号 保管

中津 さつき

犬(10)、猫(2)

平成２９年９月７日

第 ２０３７７ 号 保管

黒田 つかさ 犬(10)、ねこ(2)

平成２９年９月２１日

第 ２０３７８ 号 保管

関根 知優

犬(14)、ねこ(4)

平成２９年９月１４日

第 ２０３７９ 号 保管

洲脇 健太

ｳｻｷﾞ(6)

平成２９年９月２１日

第 ２０３８０ 号 保管

山﨑 彩

犬(5)、猫(5)、ｳｻｷﾞ(1)

平成２９年１０月３０日 第 ２０３８１ 号 保管

白川 昌世

犬(0)、猫(0)、計(15)

平成２９年１１月２０日 第 ２０３８２ 号 保管

杉山 将

犬(10)、猫(10)、ｳｻｷﾞ(3)、
げっ歯類(5)

石川 浩

犬(8)、猫(3)

平成２９年１２月１２日 第 ２０３８４ 号 保管

渡慶次 優子
車 由香
大能 多都美
遠藤 綾
飯島 久美子
篠崎 裕二
新井 将太
松本 龍一

犬(3)
犬(16)
犬(3)、猫(2)
犬(5)、ねこ(4)
犬(5)
犬(10)、猫(6)
犬(14)、猫(5)
猫(5)
犬(0)、猫(0)、ｳｻｷﾞ(0)、ﾊﾑｽ
ｲﾝｺ(0)、ｵｳﾑ(0)
ﾀｰ(0)
犬(10)、猫(5)、計(12)
ｾｷｾｲｲﾝｺ(10)、ｵｳﾑ(2)

平成２９年１２月２６日
平成２９年１２月２６日
平成３０年２月１５日
平成３０年１月３１日
平成３０年３月１４日
平成３０年３月１９日
平成３０年４月１０日
平成３０年４月２４日

34
有限会社 東新企画
4
34
34
6
34
7
34
34
9
35
0
35
1
35
2
35
3
35
4
35
5
35
35
35
35
36
36
36
36
36
4
36
36
6
36
7
36
8
36
37
0
37
1
37
2
37
3

ラオックス株式会社

取締役 橋本 吉政

6040002017636 有限会社 東新企画

代表取締役 羅 怡文

7010401099079 ペットスパイス

吉川 正樹
天野 志保
中津 さつき
有限会社 ハッピーベル

代表取締役 古川 安彦

5040002047989

株式会社 ジョーカー

代表取締役 蓮岡 秀幸

3010601008149

株式会社 ラビータ

代表取締役 洲脇 誠司

2260001008312

鬼海 義治

中央区問屋町１－３５ １F
稲毛区長沼原町３１７－１
ノアの方舟
ヴィルフォーレ稲毛６－１１０
若葉区千城台北３丁目２１－
ペットサロン Ｐiari
１ ３Ｆ
Ｗａｉｏｌｉ
若葉区小間子町５－１４９
中央区新町１０００ そごう千
ハッピーベル 千葉そごう店
葉店８Ｆ
ＤＯＧ＆ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ 千葉Ｍ 中央区本千葉町１５－１ ミラ
ｉｏ店
マーレＳＣミーオ２ １階－１
ペットショップ ラビータ そごう 中央区新町１０００ そごう千
千葉店
葉店８Ｆ
若葉区都賀３丁目１５－１０
ＣＡＲＥ ＰＥＴＳ 千葉都賀
第２戸村ビル
moco house（モコハウス）千葉 美浜区新港１７０－１ ロイヤル
ホームセンター千葉みなと店内
みなと店

メディカル・ペットケア株式会社 代表取締役 酒井 昭

2010501031490

株式会社アニマルハンズ

代表取締役 杉山 将

4040001089760 ＡＮＩＭＡＬ ＨＡＮＤＳ 千葉店

マルシェガーデン株式会社

代表取締役 石川 浩

渡慶次 優子
株式会社 ニチイ学館
大能 多都美
遠藤 綾
高橋 豊一
篠崎 裕二
株式会社ジョイフル本田
株式会社アザラシ
藤井 綾子
株式会社アルファベット
古川 由香理
岡本 泰彦
木村 彩香
鬼塚 知道
武藤 芳子
株式会社 谷岡建装

中央区仁戸名町２８１番地１

美浜区新港１７０－１ ロイヤ
ルホームセンター千葉みなと
ｃｏｚｙ・ｆｏｒｅｓｔ・ｐｏｏｈｂａ
若葉区富田町１０８７－３
代表取締役 森 信介
3010001025868 Ａ－ＬＯＶＥ 都町店
中央区都町１１１５－５
まあちゃんのおうち
花見川区作新台７丁目１２－
稲毛東ペットクリニック
稲毛区稲毛東４丁目９－１２
カフェ ラッキー
若葉区大宮町２４６１－１
Ｄｏｇｇｙ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ
中央区院内２丁目１３－１３
代表取締役社長 矢口 幸夫 6050001009303 株式会社ジョイフル本田千葉店 稲毛区園生町３６８番１号１
代表取締役 松本 龍一
4040001102548 猫カフェMyao
中央区中央３丁目１８－３－３
花見川区幕張本郷１丁目１３
キャットシッターfuzy
－２－３０２
代表取締役 日色 晴康
2040001102203 ガラパゴスの里
中央区春日１丁目１－２
花見川区幕張本郷５丁目７－
ＯＮＥ ＰＬＵＳ ＯＮＥ
２０－２
緑区誉田町２丁目２０番地１９
ペットシッター岡本
８
千葉県印旛郡酒々井町本佐
中央区富士見１丁目７－７ ２
PET SITTER BLISS
倉５２７－７
F
おに動物病院
中央区白旗３丁目１２－１７
わんちゃんのお宿・床やさん あ
中央区亥鼻３丁目４－３
かり
代表取締役 谷岡 昭夫

ペッツマルシェ

1040001080383 Mon To Blan

菊田 美華

ペットサロン いぬ組

山田 朋美

TRIMMING SALON 千城台店

藤井 綾子
日色 晴康

ｲﾝｺ(5)、ﾌｨﾝﾁ(5)

ｲﾝｺ(3)、ｵｳﾑ(3)、猛禽類(3)

ｶﾒ(3)、ﾄｶｹﾞ(3)

平成２９年１２月４日

ﾄｶｹﾞ(0)、ﾍﾋﾞ(0)、ｶﾒ(0)
平成３０年４月２６日
哺乳類・鳥類・爬虫類計(15)
ｶﾒﾚｵﾝ(2)、ﾄｶｹﾞ(2)
平成３０年５月２日

第 ３０００３ 号 保管
第 ２０３７４ 号 保管

第 ２０３８３ 号 保管

第
第
第
第
第
第
第
第

２０３８５ 号
２０３８６ 号
２０３８７ 号
２０３８８ 号
２０３８９ 号
２０３９０ 号
２０３９１ 号
２０３９２ 号

保管
保管
保管
保管
保管
保管
保管
保管

第 ２０３９３ 号 保管
第 ２０３９４ 号 保管
保管

古川 由香理 犬(3)、猫(3)

平成３０年５月１１日

第 ２０３９５ 号

岡本 泰彦

犬(5)、猫(5)

平成３０年５月１６日

第 ２０３９６ 号 保管

木村 彩香

犬(5)、猫(5)

平成３０年６月７日

第 ２０３９７ 号 保管

鬼塚 知道

犬(6)、猫(4)、ｳｻｷﾞ(4)

平成３０年６月１３日

第 ２０３９９ 号 保管

武藤 芳子

犬(11)、ねこ(5)

平成３０年６月２８日

第 ２０４００ 号 保管

犬(0)、猫(0)、げっ歯類(0)、ｳ
ｲｸﾞｱﾅ(0)、ﾍﾋﾞ(0)、ｶﾒ(0)、ﾄｶ
梟(0)、ｲﾝｺ(0)、ｵｳﾑ(0)、計(5)
平成３０年６月２７日
ｻｷﾞ(0)、ﾓﾓﾝｶﾞ(0)、計(20)
ｹﾞ(0)、ﾔﾓﾘ(0)、計(5)

第 ２０４０１ 号 保管

犬(3)

平成３０年７月３日

第 ２０４０２ 号 保管

犬(3)、猫(1)

平成３０年７月２日

第 ２０４０３ 号 保管

美浜区幕張西６丁目３０－１７ 小島 夏南子
緑区おゆみ野南２丁目１６－
菊田 美華
４－１０２
若葉区千城台東３丁目１４－
山田 朋美
２－１

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
37
4
37
5
37
37
7
37
8
37
38
38
1
38
2
38
3
38
38
5
38
38

今井 景子
長谷川 寿一
ペッツファースト 株式会社
木島 輝之
吉﨑 栄三子
鬼島 恵理
小西 順子
有限会社あにぴー

代表取締役 小川 孝博

円城寺 里江子
株式会社 在宅支援総合ケ
アーサービス
胡桃 晴夫
４ＦＯＯＴ４ 株式会社

代表取締役 依田 和孝
代表取締役 関口 洋之

髙橋 孝
細田 信幸

38
千葉市動物公園
8

38
39
39
1
39
39
3

代表取締役 正宗 伸麻

５ 主として取り扱う動物の
鳥類
爬虫類
種類及び数
美浜区浜田１丁目４ 日神パ
犬(5)、猫(5)、ｳｻｷﾞ(5)、ﾘｽ
ｲﾝｺ(10)、文鳥(10)、ｵｳﾑ(5)、
ペットシッター まりん
今井 景子
ｲｸﾞｱﾅ(5)
レステージ海浜幕張１１０７
(5)、ｽﾅﾈｽﾞﾐ(10)、ﾌｪﾚｯﾄ(10) 十姉妹(10)
千葉爬虫類ショップ ワイルド・ 中央区港町３番１号 第25大
ﾍﾋﾞ類(20)、ﾄｶｹﾞ(20)、陸ｶﾞﾒ
長谷川 寿一 ﾊﾑｽﾀｰ(20)、ｳｻｷﾞ(10)
ファミリー
協ビル１０２号
(5)、水ｶﾞﾒ(5)
9010801018132 ペッツファースト稲毛店
稲毛区小仲台１丁目４－２０ 髙辻 歩美
ねこ(2)、犬(9)
中央区星久喜町４５８－２ タ
きじどぎっ！
木島 輝之
犬(10)
ウンハウスノバラⅠ－１０１
犬(2)、猫(6)、ｳｻｷﾞ(5)、ﾌｪﾚｯ ｲﾝｺ(10)、文鳥(10)、十姉妹
ペットシッター エミィ
中央区鵜の森町９－１－３０８ 吉﨑 栄三子
ﾄ(5)、ﾊﾑｽﾀｰ(10)
(10)
kijimagic 訪問トリミング鬼島
緑区誉田町１丁目７６０
鬼島 恵理
犬(10)
ペット介護シッター しっぽの和 中央区今井１丁目１５－１６ 小西 順子
犬(6)、猫(10)
犬(15)、猫(13)、ｳｻｷﾞ(3)、ﾓﾙ
ほんだ動物病院
緑区誉田町１丁目７８９－３ 張本 和貴
ﾓｯﾄ(1)、ﾊﾑｽﾀｰ(3)
円城寺 里江
ペットサロン サークル
花見川区浪花町９０９－１
犬(18)、猫(6)
子
稲毛区長沼原町７３１－１７
1040001060740 ケアペッツ千葉中央店
山中 美紀
犬(10)、猫(10)
フレスポ稲毛
殿山ガーデン乗馬クラブ
若葉区源町８３９
胡桃 友美
馬(11)
わんわん保育園 ヴィラ・マリー 美浜区磯辺２丁目６－６ ｳｴﾙ
2040001009992
並木 靖香
犬(4)、ねこ(1)
ｲﾝｺ(1)
ｹﾂﾞﾒﾘｸｶﾞﾒ(1)
ナ
ｽﾞ21磯辺ﾊﾟｰﾄ1、A号室１F
万葉警察犬訓練学校
稲毛区長沼原町２１５－７
髙橋 孝
犬(20)
ホワイトスプレンダー
若葉区中野町１４８５
細田 信幸
犬(34)
２ 法人番号

園長 石田 戢

株式会社 ＡＨＢ
行木 皇子

代表取締役 川口 雅章

株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

村上 朱音

千葉市動物公園

2010601041828 ペットプラス幕張店
fairy land
ペットプラスイオンモール幕張新
2010601041828
都心店
ＴＨＥ Ｎ.Ｐ.Ａ

株式会社AHB

代表取締役 川口 雅章

2010601041828 ペットプラス鎌取店

39
株式会社 ＭＯＦＦ
4

代表取締役 矢口 宗平

2050001037010

株式会社 ＡＨＢ

代表取締役 川口 雅章

2010601041828

株式会社 ジョーカー

代表取締役 蓮岡 秀幸

ペッツファースト 株式会社
ペッツファースト 株式会社

代表取締役 正宗 伸麻
代表取締役 正宗 伸麻

39
5
39
6
39
39

39
株式会社青空
9

代表取締役 竹内 勝貴

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地

Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ イオン
モール幕張新都心店

ペットプラス ピアシティ稲毛海
岸店
ＤＯＧ＆ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ 千葉Ｍ
3010601008149
ｉｏ店
9010801018132 ペッツファースト稲毛店
9010801018132 ペッツファーストおゆみ野店

1180301027590 Ｌｉｆｅｚｏｏ

ﾀﾞﾁｮｳ(10)､ｴﾐｭｳ(10)､ｹｰﾌﾟﾍﾟﾝｷﾞﾝ（20）､ﾌﾝ
ﾎﾞﾙﾄﾍﾟﾝｷﾞﾝ（20）､ﾋﾛﾊｼｻｷﾞ（10）､ﾊｼﾋﾞﾛｺｳ
(6)､ｱﾌﾘｶﾊｹﾞｺｳ(6)､ｼｮｳｼﾞｮｳﾄｷ(10)､ｱﾌﾘｶﾍ
ﾗｻｷﾞ(10)､ﾍﾞﾆｲﾛﾌﾗﾐﾝｺﾞ(20)､ﾁﾘｰﾌﾗﾐﾝｺﾞ
(25)､ｺｶﾞﾀﾌﾗﾐﾝｺﾞ(20)､ｱｶﾘｭｳｷｭｳｶﾞﾓ(8)､ｻｶ
ﾂﾗｶﾞﾝ(8)､ｼﾅｶﾞﾁｮｳ（家禽）(8)､ｷﾊﾞｼﾊｲｲﾛｶﾞ
ﾝ(8)､ﾖｰﾛｯﾊﾟｶﾞﾁｮｳ（家禽）(8)､ﾊﾜｲｶﾞﾝ(18)､
ｼｼﾞｭｳｶﾗｶﾞﾝ(30)､ｱｶﾂｸｼｶﾞﾓ(30)､ﾂｸｼｶﾞﾓ
（8）､ｸﾋﾞﾜｺｶﾞﾓ（8）､ｱﾒﾘｶｵｼ（8）､ｵｼﾄﾞﾘ（8）､
ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ（8）､ﾖｼｶﾞﾓ（8）､ﾄﾓｴｶﾞﾓ（8）､ｺｶﾞﾓ
(30)､ﾏｶﾞﾓ（8）､ｱﾋﾙ（家禽）（8）､ｼﾏｱｼﾞ（8）､
ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(30)、ﾎｵｼﾞﾛｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(8)、ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ
（8）､ｱｶﾊｼﾊｼﾞﾛ（8）､ﾍﾞﾆﾊﾞｼｶﾞﾓ（30）､ｷﾝｸﾛ
ﾊｼﾞﾛ(5)、ｽｽﾞｶﾞﾓ（8）､ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ（8）､ｵｼﾞﾛﾜ
ｼ（7）､ｴｼﾞﾌﾟﾄﾊｹﾞﾜｼ(8)､ｲﾇﾜｼ（7）､ﾍﾋﾞｸｲﾜｼ
（10）､ｼﾁﾒﾝﾁｮｳ（家禽）（5）､ｶﾝﾑﾘｼｬｺ(30)、
ｺｼﾞｭｹｲ(5)、ﾋｵﾄﾞｼｼﾞｭｹｲ（5）、ﾆﾜﾄﾘ（ｺﾞｲｼﾁｬ
ﾎﾞ）（5）､ﾆﾜﾄﾘ（小国)(10)､ﾆﾜﾄﾘ(ﾁｬﾎﾞ
雑)(30)､ｺｻﾝｹｲ(20)､ｼﾛﾐﾐｷｼﾞ(5)､ｺｼｼﾞﾛﾔﾏﾄﾞ
ﾘ(5)､ﾆﾎﾝｷｼﾞ(5)､ｷﾞﾝｹｲ(5)､ﾊｲｲﾛｺｸｼﾞｬｸ(8)､
ﾊﾟﾗﾜﾝｺｸｼﾞｬｸ(8)､ﾌｻﾎﾛﾎﾛﾁｮｳ(30)、ｸﾛﾂﾞﾙ
(5)､ﾀﾝﾁｮｳ(8)､ﾊｺﾞﾛﾓﾂﾙ（5）､ﾎｵｼﾞﾛｶﾝﾑﾘﾂﾙ
(10)､ｶﾝﾑﾘﾊﾞﾄ(7)､ｸﾛｵﾋﾞﾋﾒｱｵﾊﾞﾄ(5)､ｿﾃﾞｸﾞﾛ
ﾊﾞﾄ(5)､ﾙﾘｺｼﾎﾞﾀﾝｲﾝｺ(15)､ｽﾐﾚｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ
(5)､ﾙﾘｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(12)､ﾋﾜｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(10)､ｱｶｺ
ﾝｺﾞｳｲﾝｺ(5)､ﾍﾞﾆｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(8)､ｱｶﾐﾐｺﾝｺﾞｳｲﾝ
ｺ(8)､ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾄﾝｴﾎﾞｼﾄﾞﾘ(4)、ｵｳｶﾝｴﾎﾞｼﾄﾞﾘ
(5)､ｶﾗﾌﾄﾌｸﾛｳ(5)､ﾋｹﾞｺﾞｼｷﾄﾞﾘ(7)､ｵﾆｵｵﾊｼ
(7)､ｺｳﾗｳﾝ(30)､ｱｶﾊﾗｺﾉﾊﾄﾞﾘ(20)､ﾙﾘｺﾉﾊﾄﾞﾘ
(20)､ｱｼﾞｱｺﾞｼｷﾋﾜ(20)、ﾋﾉﾏﾙﾁｮｳ(20)、ﾎｳｵ
ｳｼﾞｬｸ(20)､ｱｶｴﾘﾎｳｵｳ(20)、ｺｳﾗｲｳｸﾞｲｽ
(20)、ｷﾝﾑﾈｵﾅｶﾞﾃﾘﾑｸ(20)、ﾂｷﾉﾜﾃﾘﾑｸ(20)

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

平成３０年８月３０日

第 ２０４０４ 号 保管

平成３０年９月７日

第 ２０４０５ 号 保管

平成３０年９月２７日

第 ２０４０６ 号 保管

平成３０年１０月４日

第 ２０４０７ 号 保管

平成３０年１１月６日

第 ２０４０８ 号 保管

平成３０年１０月１９日 第 ２０４０９ 号 保管
平成３０年１０月１９日 第 ２０４１０ 号 保管
平成３０年１１月２０日 第 ２０４１１ 号 保管
平成３１年２月２８日

第 ２０４１２ 号 保管

平成３１年３月７日

第 ２０４１３ 号 保管

平成３０年８月１１日

第 ３００１２ 号 貸出し

平成２７年６月９日

第 ３００１３ 号 貸出し

平成２７年７月１４日
平成２８年９月２１日

第 ３００１４ 号 貸出し
第 ３００１５ 号 貸出し

平成２８年１１月７日

第 ３００１６ 号 貸出し

若葉区源町２８０番地

清田 義昭

ｵｵｶﾝｶﾞﾙｰ(30)､ﾐﾅﾐｺｱﾘｸｲ(5)､ﾌﾀﾕﾋﾞﾅﾏｹ
ﾓﾉ(6)､ﾑﾂｵﾋﾞｱﾙﾏｼﾞﾛ(10)、ﾃﾞﾏﾚﾙｰｾｯﾄｵｵ
ｺｳﾓﾘ(100)､ﾜｵｷﾂﾈｻﾞﾙ(10)､ｴﾘﾏｷｷﾂﾈｻﾞ
ﾙ(7)、ｽﾛｰﾛﾘｽ(8)､ｼｮｳｶﾞﾗｺﾞ(20)､ｵｸﾞﾛﾏｰ
ﾓｾｯﾄ(35)、ｼﾛｶﾞｵﾏｰﾓｾｯﾄ(30)､ｸﾛﾐﾐﾏｰﾓ
ｾｯﾄ(30)､ﾋﾟｸﾞﾐｰﾏｰﾓｾｯﾄ(20)､ｴﾝﾍﾟﾗｰﾀﾏﾘ
ﾝ(20)､ﾜﾀﾎﾞｳｼﾀﾏﾘﾝ(20)､ｺﾓﾝｰﾏｰﾓｾｯﾄ
(20)、ｼﾞｪﾌﾛｲｸﾓｻﾞﾙ(4)､ﾌｻｵﾏｷｻﾞﾙ(5)､ﾌﾞ
ﾗｯｻﾞｸﾞｪﾉﾝ(5)､ｱﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ(ｷｸﾕ)(10)､ｱ
ﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ(ｺﾝｺﾞ)(8)､ﾊﾟﾀｽｻﾞﾙ（6）､ﾎﾝﾄﾞ
ｻﾞﾙ（50）､ｸﾛｻﾞﾙ（8）､ﾏﾝﾄﾞﾘﾙ(5)､ｶｵﾑﾗｻｷ
ﾗﾝｸﾞｰﾙ(6)､ﾌｸﾛﾃﾅｶﾞｻﾞﾙ(4)､ﾆｼｺﾞﾘﾗ(6)､ﾁ
ﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ(8)､ﾎﾞﾙﾈｵｵﾗﾝｳｰﾀﾝ(5)､ｼｾﾝﾚｯ
ｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ(10)､ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ(10)､ｷﾝｶｼﾞｭｰ
（8）､ｺﾂﾒｶﾜｳｿ（15）､ﾐｰｱｷｬｯﾄ（20）､ｱﾌﾘｶ
ﾗｲｵﾝ(5)、ｶﾙﾌｫﾙﾆｱｱｼｶ（8）､ｱｼﾞｱｿﾞｳ
（4）､ﾛﾊﾞ（家畜種）（4）､ｳﾏ（ﾄﾞｳｻﾝﾊﾞ）（2）､
ｳﾏ（ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾆｰ）（2）､ｳﾏ（ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ）
（1）､ﾓｳｺﾉｳﾏ（6）､ｸﾞﾚﾋﾞｰｼﾏｳﾏ（10）、ﾏﾚｰ
ﾊﾞｸ（8）､ﾌﾞﾀ（ﾎﾟｯﾄﾍﾞﾘｰ）（20）､ﾄﾅｶｲ（5）､ｱ
ﾐﾒｷﾘﾝ（6）､ｱﾒﾘｶﾊﾞｲｿﾝ（5)､ｳｼ(ﾎﾙｼｭﾀｲ
ﾝ)(2)､ｳｼ(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)(2)､ｳｼ（ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｰﾏ
ﾝ）(2)、ﾔｷﾞ(ｼﾊﾞﾔｷﾞ)(30)､ｼﾛｵﾘｯｸｽ(5)､ﾋﾂ
ｼﾞ(ｺﾘﾃﾞｰﾙ)(8)､ﾑﾌﾛﾝ(35)､ｼﾀﾂﾝｶﾞ(10)､ﾐｹ
ﾘｽ(5)､ｵｸﾞﾛﾌﾟﾚｰﾘｰﾄﾞｯｸ(10)､ﾆﾎﾝﾘｽ（10）､
ｱﾒﾘｶﾋﾞｰﾊﾞｰ(10)､ｶﾔﾈｽﾞﾐ(100)､ﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ
（家畜種）(20)､ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐ（家畜種）(70)､
ｶﾋﾟﾊﾞﾗ(8)､ﾊﾟｶ(5)､ﾁﾝﾁﾗ（家畜種）(30)､ｶｲ
ｳｻｷﾞ(30)

美浜区ひび野１丁目３
稲毛区小仲台９丁目３７－２
美浜区豊砂１番地８ ｲｵﾝﾓｰﾙ
幕張新都心 ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ2階
若葉区中田町２７２０番地
緑区おゆみ野３丁目１６番地
１ イオン鎌取４F
美浜区豊砂１番地１ イオン
モール幕張新都心ファミリー
モール３Ｆ

本橋 里沙
行木 皇子

犬(20)、ねこ(4)
犬(25)

平成２８年１１月１８日 第 ３００１７ 号 貸出し
平成２９年６月２２日 第 ３００２０ 号 貸出し

大塚 祐美

犬(70)、ねこ(30)

平成３０年１２月４日

村上 朱音

犬(10)

平成２６年１２月２４日 第 ３００２４ 号 貸出し

鈴木 彩乃

ｳｻｷﾞ(10)、ﾓﾙﾓｯﾄ(10)、ﾐｰｱ
ｷｬｯﾄ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(5)、ﾊﾂｶﾈ
ｽﾞﾐ(50)

美浜区真砂１丁目２番６号

袖山 洋子

犬(12)、ねこ(2)

平成２９年７月１４日

第 ３００２９ 号 貸出し

犬(14)、ねこ(4)

平成２９年９月１４日

第 ３００３１ 号 貸出し

犬(9)、猫(2)
犬(40)、ねこ(5)
ﾔｷﾞ(3)、ﾋﾂｼﾞ(3)、犬(5)、猫
(5)、ｱﾙﾊﾟｶ(2)、ｳｻｷﾞ(10)、ﾜﾗ
ﾋﾞｰ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(20)、ﾃﾝﾚｯｸ
(10)、ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ(2)、ﾐｰｱｷｬｯﾄ
(5)、ｶﾜｳｿ(1)、ｻﾙ(5)、ｱﾙﾏｼﾞ
ﾛ(3)、ﾅﾏｹﾓﾉ(1)、ｺｳﾓﾘ(5)、ﾓ
ﾙﾓｯﾄ(30)、ﾊﾑｽﾀｰ(100)、ﾈｽﾞ
ﾐ(30)、ﾏｰﾗ(5)、ｶﾋﾟﾊﾟﾗ(2)、ﾔ
ﾏｱﾗｼ(2)、ﾘｽ(20)、ﾁﾝﾁﾗ(5)

平成３０年９月７日
平成３０年９月７日

第 ３００３２ 号 貸出し
第 ３００３３ 号 貸出し

平成３０年９月１９日

第 ３００３４ 号 貸出し

ｸｻｶﾞﾒ(20)、ｲｼｶﾞﾒ(10)、ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐ
ｶﾞﾒ(10)、ｱﾙﾀﾞﾌﾞﾗｿﾞｳｶﾞﾒ(7)、ｹﾂﾞﾒﾘｸ
ｶﾞﾒ(5)、ﾎｳｼｬｶﾞﾒ(10)、ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ(3)、
ﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ(3)、ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ(3)

平川 颯太郎 犬(14)、ねこ(4)

中央区本千葉町１５－１ ミラ
関根 知優
マーレＳＣミーオ２ １階－１
稲毛区小仲台１丁目４－２０ 髙辻 歩美
緑区おゆみ野南５丁目３７番 平野 叶恵

中央区川崎町５１－１ フェス
竹内 勝貴
ティバルウォーク蘇我２Ｆ

平成２７年４月１０日
ｲﾝｺ類(5)、ｵｳﾑ類(5)、ﾆﾜﾄﾘ
(100)、猛禽類(10)、ｶﾜｾﾐ(2)

ｲｸﾞｱﾅ(2)、ﾍﾋﾞ類(3)、ｶﾒ類
(5)、ﾄｶｹﾞ類(5)

ｲﾝｺ･ｵｳﾑ(30)、梟(30)、鷹(5)、
ﾊﾔﾌﾞｻ(5)、ｺﾝﾄﾞﾙ(1)、ｱﾌﾘｶﾊ
ｹﾞｺｳ(1)、ﾍﾟﾘｶﾝ(2)、ﾌﾗﾐﾝｺﾞ
ﾍﾋﾞ(30)、ﾄｶｹﾞ(30)、ｶﾒ(30)
(2)、ﾂﾙ(5)、ｻｲﾁｮｳ(5)、ｵｵﾊｼ
(4)、ﾜﾗｲｶﾜｾﾐ(2)ｱﾋﾙ(5)、ｶﾓ
(10)、ﾆﾜﾄﾘ(10)、ﾋﾖｺ(200)

第 ３００２２ 号 貸出し
第 ３００２５ 号 貸出し

平成２８年１１月３０日 第 ３００２８ 号 貸出し

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
40
40
40
40
40
40
40
6
40
7
40
8
40
41
41
41
41
3
41
41
41
41
7
41
8
41
42
42
42
2
42
3
42
4
42
42
6
42
7
42
8
42
43
43
43
2
43
43
43
5
43
43
43
43
9
44
0
44
1
44
44
3
44
4
44
5

小川
細田
永井
小川
小川
髙橋

２ 法人番号

裕子
信幸
香織
広
孝博
孝

Ｅ－ＤＥＮ 小川裕子
ホワイトスプレンダー
訓練士 永井 香織
京葉警察犬家庭犬学校
ドッグトレーナー 小川 孝博
万葉警察犬訓練学校

緑区小食土町７番地
若葉区中野町１４８５
稲毛区作草部町５９８－１５
若葉区加曽利町３９８
緑区誉田町３丁目８０－２６
稲毛区長沼原町２１５－７
花見川区さつきが丘１丁目１
Ｄｏｇ・Ｓｔａｒ（ドッグ・スター）
５－３
花見川区こてはし台４丁目１
金子 由美江
０－１７
ペット行動コンサルタント ＳＥＮ 緑区あすみが丘５丁目１５－
ＤＡ
１８
Ｊ．Ｔ．Ｌ千葉店
美浜区磯辺７丁目２５－８
鈴木警察犬家庭犬訓練所
花見川区犢橋町２００２－３
髙橋 順子
稲毛区長沼町３４５－４
長谷部 亜紀
若葉区大宮町１０５０ー８
緑区誉田町２丁目６番５４号
Ｊ・Ｐ・Ｌ・Ａ 千葉南店
－５１１
アリス・ドッグスクール
花見川区柏井４丁目２５－１６
ＤｏｎＬｏｃｏ Ｈ'ｓ ドンロコ ハウ 若葉区桜木４丁目１５－２
ドッグスクール Ｉ’ｌｌ
緑区おゆみ野６丁目２３－３

豊田 智惠子
金子 由美江
千田 純子
榊原 伏沙子
鈴木 和雄
髙橋 順子
長谷部 亜紀
杉本 一美
金森 美知子
志賀 恵子
山本 聖文
株式会社犬のがっこうＥＣＯ－
代表取締役 川野 信哉
ＬＥ
４ＦＯＯＴ４ 株式会社

代表取締役 関口 洋之

2010601035747 （株）犬のがっこうＥＣＯ－ＬＥ
2040001009992

市原 直美
小野田 等
鈴木 俊明
安西 夕貴
小川 美和
藤澤 さおり
石田 静香
イオンペット 株式会社

代表取締役 辻 晴芳

3040001006808

堀越 謙二郎
藤 祐子
村上 朱音
早川 育実
佐藤 陽香
伊良部 恵美
有限会社サクララン
髙田 里華

取締役 鵜澤 和広

株式会社 エードール

代表取締役 堀田 素愛

株式会社 Ａｕｘｉ
有限会社 ｗａｎ’ｓ ｍａｌｌ
日向 渉

代表取締役 笹谷 佐知子
代表取締役 鈴木 洋平

3040002015865

7040001092282
4040002016706

金 美華
株式会社LINKlink

代表取締役 吉田 弘一

2040001077627

株式会社Ｂｌｏｏｍ

代表取締役 藤永 雅

6040001083035

株式会社 ユアペティア

代表取締役 飯島 耕司

1012801016230

山ノ上 由起子

44
株式会社アニマルハンズ
6

緑区おゆみ野南５丁目３７

わんわん保育園 ヴィラ・マリー
ナ
ＭＩＳＣＨIＥＶＯＵＳ ＬＡＤＹ
おのだ動物病院
ステップ

美浜区磯辺２丁目６－６ ｳｴﾙ
ｽﾞ21磯辺ﾊﾟｰﾄ1、A号室１F
若葉区中田町１１４８
中央区蘇我５丁目２２番１５号
緑区高田町１０２０ー３０
緑区誉田町２丁目２３０７－２
わんこのよろずや フレンド
３２
稲毛区稲毛東４丁目５番１号
ペットシッター ひいろ日和。
ウェリス稲毛５２１
花見川区幕張町１丁目７６７５
ベッセル
－２－２１１
カイロス・ドッグトレーニング
美浜区打瀬３丁目５ １－４０１
ドッグトレーニング ペコス幕張 美浜区豊砂１番地８ イオン
新都心
モール幕張新都心１階
緑区おゆみ野南２丁目３１番
ペットシッターおゆみ野
１号
花見川区幕張本郷６丁目３番
ｇｒｉｓ－ｇｒｉｓ
２１号
ＴＨＥ Ｎ.Ｐ.Ａ
若葉区中田町２７２０番地
花見川区幕張本郷７丁目８番２１号
ドッグサロン Mahalo
animal assistant Haro
稲毛区山王町１１番地５７号
美浜区真砂５丁目２番４号 －
てぃーだwan
３０７
DogLife Beyond
若葉区小倉町８７５番地９
Ａｎｇｅｌ ｄｏｇ
美浜区高洲１丁目９番６号
中央区神明町１３番４号 日栄
ＤＯＧ＆ＡＩ 千葉店
ビル１階Ａ
ａｎｉｍａｌ ｌｉｆｅ（アニマルライフ） 若葉区高品町８９９番地２
ＰＣＰ千葉北店
稲毛区六方町７５番地１
ドッグスクール日向
花見川区花園５丁目９－７
美浜区幕張西１－８－２１ 市
ドッグ イズ ミラー
原コーポ１０１
ＤＯＧ ＳＣＨＯＯＬ ＧＡＲＤＥＮ
緑区大膳野町４－６４８
縁が和ん
緑区あすみが丘９丁目２９番
株式会社Ｂｌｏｏｍ
１号
ユアペティア千葉桜木店
若葉区桜木北１丁目２番４号
風鈴 犬のこころ 研究室

齋藤 麗実
株式会社 ジョーカー

３ 事業所の名称、所在地

緑区おゆみ野２丁目３３－４

４ 動物取扱
責任者
小川 裕子
細田 信幸
永井 香織
小川 広
小川 孝博
髙橋 孝

６ 登録年月日

７ 登録番号

８ 業種

平成３１年２月２１日
平成２８年９月２１日
平成２８年１２月２８日
平成２９年１月１２日
平成２９年２月１５日
平成２９年２月１５日

第
第
第
第
第
第

貸出し
訓練
訓練
訓練
訓練
訓練

豊田 智惠子 犬(20)

平成２９年２月１５日

第 ４０００６ 号 訓練

金子 由美江 犬(2)

平成２９年４月１６日

第 ４０００８ 号 訓練

千田 純子

犬(20)

平成２９年５月１８日

第 ４０００９ 号 訓練

榊原 伏沙子
鈴木 和雄
髙橋 順子
長谷部 亜紀

犬(2)
犬(10)
犬(10)
犬(8)

平成２９年６月６日
平成２９年６月１日
平成２９年６月６日
平成２９年６月１日

第
第
第
第

杉本 一美

犬(6)

平成２９年６月２１日

第 ４００１６ 号 訓練

代表取締役 杉山 将

中央区仁戸名町２８１番地１

爬虫類

３００３５ 号
４０００１ 号
４０００２ 号
４０００３ 号
４０００４ 号
４０００５ 号

４００１０ 号
４００１１ 号
４００１２ 号
４００１３ 号

訓練
訓練
訓練
訓練

平成２９年７月２７日 第 ４００１８ 号 訓練
平成２９年８月２９日 第 ４００１９ 号 訓練
平成２９年１２月１３日 第 ４００２１ 号 訓練

木村 舞子

犬(20)

平成３０年５月２３日

第 ４００２２ 号 訓練

並木 靖香

犬(5)、ねこ(5)

平成２７年６月９日

第 ４００２７ 号 訓練

市原 直美
風戸 理沙
鈴木 俊明

犬(5)
犬(9)、ねこ(6)、ｳｻｷﾞ(2)
犬(30)

平成２７年７月７日
平成２８年２月４日
平成２８年３月２８日

第 ４００２８ 号 訓練
第 ４００３０ 号 訓練
第 ４００３１ 号 訓練

安西 夕貴

犬(3)

平成２８年５月２５日

第 ４００３２ 号 訓練

小川 美和

犬(3)

平成２９年２月９日

第 ４００３４ 号 訓練

藤澤 さおり

犬(5)

平成２９年９月５日

第 ４００３８ 号 訓練

石田 静香

犬(3)

平成２９年１１月２９日 第 ４００４０ 号 訓練

形野 綾

犬(20)

平成３０年１０月３日

第 ４００４４ 号 訓練

平成２６年５月２日

第 ４００４７ 号 訓練

堀越 謙二郎 犬(5)、ねこ(3)

十姉妹(3)

藤 祐子

犬(10)

平成２６年１０月１６日 第 ４００４８ 号 訓練

村上 朱音
早川 育実
佐藤 陽香

犬(25)
犬(5)
犬(10)、ねこ(15)

平成２６年１２月２４日 第 ４００４９ 号 訓練
平成２７年４月８日
第 ４００５０ 号 訓練
平成２７年４月１５日 第 ４００５１ 号 訓練

伊良部 恵美 犬(10)

平成２７年４月２１日

第 ４００５２ 号 訓練

今西 知世
髙田 里華

犬(5)
犬(10)

平成２７年１０月９日
平成２８年１月２２日

第 ４００５４ 号 訓練
第 ４００５５ 号 訓練

堀田 素愛

犬(30)

平成２８年５月９日

第 ４００５６ 号 訓練

田中 基子
鈴木 千秋
日向 渉

犬(5)
犬(30)、猫(10)
犬(10)

平成２８年６月２１日
平成２９年１月６日
平成２９年５月１９日

第 ４００５７ 号 訓練
第 ４００５８ 号 訓練
第 ４００６０ 号 訓練

平成２９年５月３１日

第 ４００６１ 号 訓練

金 美華
本間 祥宏

犬(3)

平成２９年５月２５日

第 ４００６２ 号 訓練

藤永 雅

犬(25)

平成２９年６月５日

第 ４００６３ 号 訓練

平成２９年６月１５日

第 ４００６４ 号 訓練

平成２９年６月２２日

第 ４００６５ 号 訓練

犬(10)

平成２９年８月１７日

第 ４００６６ 号 訓練

犬(14)、ねこ(4)

平成２９年９月１４日

第 ４００６８ 号 訓練

犬(10)、猫(10)

平成２９年１２月４日

第 ４００６９ 号 訓練

長島 直人
犬(5)
山ノ上 由起
犬(0)
子

若葉区桜木３丁目９－２６ モ
齋藤 麗実
ア・ステージ千葉桜木２－４１
ＤＯＧ＆ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ 千葉Ｍ 中央区本千葉町１５－１ ミラ
3010601008149
関根 知優
ｉｏ店
マーレＳＣミーオ２ １階－１
4040001089760 ＡＮＩＭＡＬ ＨＡＮＤＳ 千葉店

鳥類

金森 美知子 犬(5)
志賀 恵子
犬(4)
山本 聖文
犬(20)

Wiz dog.Club Saito

代表取締役 蓮岡 秀幸

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数
犬(25)
犬(20)
犬(10)
犬(15)
犬(5)
犬(20)

杉山 将

１ 氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）
44
メディカル・ペットケア株式会社 代表取締役 酒井 昭
7
44
44
45
45
45
2
45
45
4

篠崎 裕二
株式会社ジョイフル本田
栗原 杏汰
株式会社 谷岡建装

２ 法人番号
2010501031490

きじどぎっ！

株式会社 乗馬クラブクレイン 代表取締役 竹野 正次
千葉県立中央博物館

5120101032132 乗馬クラブクレイン千葉

館長 萩原 恭一

45
千葉市動物公園
5

園長 石田 戢

45 有限会社 トレジャーズファー
6 ム

代表取締役 海寳 久敬

千葉県立中央博物館
千葉市動物公園
4040002026606

45
胡桃 晴夫
7

45
４ＦＯＯＴ４ 株式会社
8
45 細田 信幸
46 株式会社れもん来夢
46
株式会社 ＡＨＢ
1

moco house（モコハウス）千葉
みなと店

Ｄｏｇｇｙ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ
代表取締役社長 矢口 幸夫 6050001009303 株式会社ジョイフル本田千葉店
ホワイトベル
代表取締役 谷岡 昭夫
1040001080383 Mon To Blan

木島 輝之

代表取締役 関口 洋之

2040001009992

４ 動物取扱
責任者

３ 事業所の名称、所在地

中央区院内２丁目１３－１３
稲毛区園生町３６８番１号１
若葉区中野町１４８５
美浜区幕張西６丁目３０－１７
中央区星久喜町４５８－２ タ
ウンハウスノバラⅠ－１０１
若葉区北谷津町２８６

篠崎
新井
栗原
小島

中央区青葉町９５５－２

後藤 亮

若葉区源町２８０番地

裕二
将太
杏汰
夏南子

木島 輝之

(別紙参照)

有限会社 トレジャーズファーム
若葉区源町８３９
ちばシティ乗馬クラブ

海寳 久敬

殿山ガーデン乗馬クラブ

胡桃 友美

若葉区源町８３９

わんわん保育園 ヴィラ・マリー 美浜区磯辺２丁目６－６ ｳｴﾙ
並木 靖香
ナ
ｽﾞ21磯辺ﾊﾟｰﾄ1、A号室１F

7040001083661 ふくろうの城 千葉店

中央区富士見２丁目１８番４
号 第１西山ビル２Ｆ－Ｂ

椎名 恵里

46
株式会社ファーム
3

4500001009110

若葉区源町２８０番地

加藤 悠太

46 株式会社 Ａｕｘｉ
46 株式会社 カントリークラブマ
5 ネジメント

千葉市動物公園 ふれあい動
物の里

代表取締役 笹谷 佐知子

7040001092282 ａｎｉｍａｌ ｌｉｆｅ（アニマルライフ） 若葉区高品町８９９番地２
東京クラシッククラブ 馬主クラ
代表取締役 小島 拓之
4010401122462
若葉区和泉町２８２番地
ブ
美浜区豊砂１番地１ イオン
46
Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ イオン
株式会社 ＭＯＦＦ
代表取締役 矢口 宗平
2050001037010
モール幕張新都心ファミリー
6
モール幕張新都心店
モール３Ｆ
46 株式会社 ケーズネットワーク 代表取締役 山友 浩司
1040001009548 Ｋ’Ｓ ＨＡＲＢＯＲ ＰＩＥＲ－０１ 中央区中央港１丁目２０番１
46 Ｍｅｒｒｙ Ｇｏ 有限会社
代表取締役 郷原 惠子
8040002016099 千葉ライディングパーク
若葉区谷当町９９１－１
46
ＤＯＧ＆ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ 千葉Ｍ 中央区本千葉町１５－１ ミラ
株式会社 ジョーカー
代表取締役 蓮岡 秀幸
3010601008149
9
ｉｏ店
マーレＳＣミーオ２ １階－１
47 株式会社ジョイフル本田
代表取締役社長 矢口 幸夫 6050001009303 株式会社ジョイフル本田千葉店 稲毛区園生町３６８番１号１
代表取締役 松本 龍一
4040001102548 猫カフェMyao
中央区中央３丁目１８－３－３
47 株式会社アザラシ
千葉爬虫類ショップ ワイルド・ 中央区港町３番１号 第25大
47
長谷川 寿一
ファミリー
協ビル１０２号
2
47
moco house（モコハウス）千葉 美浜区新港１７０－１ ロイヤル
メディカル・ペットケア株式会社 代表取締役 酒井 昭
2010501031490
ホームセンター千葉みなと店内
3
みなと店

47
株式会社青空
4

代表取締役 竹内 勝貴

47
大翔グリーン産業株式会社
5

代表取締役 亀山 明夫

47
株式会社アルファベット
6

代表取締役 日色 晴康

1180301027590 Ｌｉｆｅｚｏｏ

イベント総合ＥＸＰＯ ＴＣＣブー
ス
2040001102203 ガラパゴスの里

６ 登録年月日

７ 登録番号

平成３０年１月９日

第 ４００７０ 号 訓練

平成３０年３月１９日
平成３０年４月１０日
平成３０年６月１３日
平成３０年６月２７日

第
第
第
第

犬(10)

清田 義昭

46 ワールドファーマーズ 株式会
代表取締役 飯塚 和夫
2 社
代表取締役 髙井 裕二

爬虫類

犬(6)
犬(5)
犬(3)
犬(10)

４００７１ 号
４００７２ 号
４００７３ 号
４００７４ 号

８ 業種

訓練
訓練
訓練
訓練

第 ４００７５ 号

板橋 久美子 馬(126)

若葉区中野町１４８５
細田 信幸
中央区仁戸名町７２０－５６ 細野 悦子
美浜区豊砂１番地８ ｲｵﾝﾓｰﾙ
大塚 祐美
幕張新都心 ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ2階

代表取締役 川口 雅章

鳥類

美浜区新港１７０－１ ロイヤ
ルホームセンター千葉みなと 松木 沙弥佳 犬(2)
店内

ホワイトスプレンダー
1040001042268 Ｐｅｔ ｉｔ ｍａｉｓｏｎ
ペットプラスイオンモール幕張新
2010601041828
都心店

代表取締役 細野 悦子

５ 主として取り扱う動物の
種類及び数

平成２８年１１月３０日 第 ５０００５ 号 展示
ﾆﾎﾝﾏﾑｼ(ｸｻﾘﾍﾋﾞ科)(1)、ｸｻ
平成２９年６月７日
第 ５００１３ 号 展示
ｶﾞﾒ(1)
ｸｻｶﾞﾒ(20)、ｲｼｶﾞﾒ(10)、ｱﾙﾀﾞﾌﾞﾗｿﾞｳ
ｶﾞﾒ(7)、ｹﾂﾞﾒﾘｸｶﾞﾒ(5)、ﾎｳｼｬｶﾞﾒ
(10)、ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ(3)、ﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ(3)、ｱｵ
ﾀﾞｲｼｮｳ(3)、ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐｶﾞﾒ(10)

平成２９年７月３０日

第 ５００１５ 号 展示

馬(20)

平成２９年６月２９日

第 ５００１６ 号 展示

馬(9)

平成３０年８月１１日

第 ５００２７ 号 展示

平成２７年６月９日

第 ５００３５ 号 展示

(別紙参照)

犬(5)、ねこ(5)

ｹﾂﾞﾒﾘｸｶﾞﾒ(1)

犬(34)
ねこ(16)

平成２８年９月２１日 第 ５００４０ 号 展示
平成２９年１２月２６日 第 ５００４７ 号 展示

犬(80)、ねこ(20)

平成３０年１２月４日

第 ５００５６ 号 展示

平成２６年８月１日

第 ５００６０ 号 展示

平成２８年３月１１日

第 ５００６９ 号 展示

平成２８年６月２１日

第 ５００７１ 号 展示

ﾊﾔﾌﾞｻ(2)、ﾍﾞﾝｶﾞﾙﾜｼﾐﾐｽﾞｸ
(1)、ﾒﾝﾌｸﾛｳ(1)、ﾅﾝﾍﾞｲﾋﾅﾌｸﾛ
ｳ(1)、ｻﾊﾞｸｺﾉﾊｽﾞｸ(2)、ﾖｰﾛｯﾊﾟ
ｺﾉﾊｽﾞｸ(1)、ﾓﾘﾌｸﾛｳ(1)

田中 基子

ｳﾏ(10)、ﾋﾂｼﾞ(15)、ｳｻｷﾞ
(40)、ｱﾙﾊﾟｶ(2)、犬(1)、ﾔｷﾞ
(15)、ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐ(40)
犬(2)

三成 拓也

ｳﾏ(20)

鈴木 彩乃

ｳｻｷﾞ(10)、ﾓﾙﾓｯﾄ(10)、ﾐｰｱ
ｷｬｯﾄ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(5)、ﾊﾂｶﾈ
ｽﾞﾐ(50)

ｱﾋﾙ(5)、ﾆﾜﾄﾘ(2)

ｶﾒ(1)、ﾄｶｹﾞ(2)

平成２８年１０月１４日 第 ５００７３ 号 展示
ｲﾝｺ類(5)、ｵｳﾑ類(5)、ﾆﾜﾄﾘ
(100)、猛禽類(10)、ｶﾜｾﾐ(2)

ｲｸﾞｱﾅ(2)、ﾍﾋﾞ類(3)、ｶﾒ類
(5)、ﾄｶｹﾞ類(5)
ｳﾐｶﾞﾒ(1)

平成２８年１１月３０日 第 ５００７４ 号 展示

須崎 勇汰
郷原 惠子

馬(25)

平成２８年１２月２日
平成２９年３月２９日

第 ５００７５ 号 展示
第 ５００７９ 号 展示

関根 知優

犬(14)、ねこ(4)

平成２９年９月１４日

第 ５００８１ 号 展示

新井 将太
松本 龍一

猫(1)
猫(25)

平成３０年４月１０日
平成３０年４月２４日

第 ５００８４ 号 展示
第 ５００８７ 号 展示

平成３０年９月７日

第 ５００８８ 号

平成３０年９月２６日

第 ５００８９ 号 展示

平成３０年９月１９日

第 ５００９０ 号 展示

長谷川 寿一 ﾊﾑｽﾀｰ(20)、ｳｻｷﾞ(10)
白川 昌世

ﾍﾋﾞ類(20)、ﾄｶｹﾞ(20)、陸ｶﾞﾒ
(5)、水ｶﾞﾒ(5)

猫(12)

展示

中央区川崎町５１－１ フェス
竹内 勝貴
ティバルウォーク蘇我２Ｆ

ﾔｷﾞ(3)、ﾋﾂｼﾞ(3)、犬(5)、猫
(5)、ｱﾙﾊﾟｶ(2)、ｳｻｷﾞ(10)、ﾜﾗ
ﾋﾞｰ(5)、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ(20)、ﾃﾝﾚｯｸ
(10)、ｱｶﾊﾅｸﾞﾏ(2)、ﾐｰｱｷｬｯﾄ
(5)、ｶﾜｳｿ(1)、ｻﾙ(5)、ｱﾙﾏｼﾞ
ﾛ(3)、ﾅﾏｹﾓﾉ(1)、ｺｳﾓﾘ(5)、ﾓ
ﾙﾓｯﾄ(30)、ﾊﾑｽﾀｰ(100)、ﾈｽﾞ
ﾐ(30)、ﾏｰﾗ(5)、ｶﾋﾟﾊﾟﾗ(2)、ﾔ
ﾏｱﾗｼ(2)、ﾘｽ(20)、ﾁﾝﾁﾗ(5)

美浜区中瀬２丁目１ 幕張メッ
セ国際展示場５ホールブース 三好 啓太
１２－２

ｺﾂﾒｶﾜｳｿ(1)、ﾎﾞｰﾙﾊﾟｲｿﾝ(1)

平成３１年２月８日

第 ５００９２ 号 展示

中央区春日１丁目１－２

犬(10)、猫(5)

平成３０年５月２日

第 ９０００１ 号

日色 晴康

ｲﾝｺ･ｵｳﾑ(30)、梟(30)、鷹(5)、
ﾊﾔﾌﾞｻ(5)、ｺﾝﾄﾞﾙ(1)、ｱﾌﾘｶﾊ
ｹﾞｺｳ(1)、ﾍﾟﾘｶﾝ(2)、ﾌﾗﾐﾝｺﾞ
ﾍﾋﾞ(30)、ﾄｶｹﾞ(30)、ｶﾒ(30)
(2)、ﾂﾙ(5)、ｻｲﾁｮｳ(5)、ｵｵﾊｼ
(4)、ﾜﾗｲｶﾜｾﾐ(2)ｱﾋﾙ(5)、ｶﾓ
(10)、ﾆﾜﾄﾘ(10)、ﾋﾖｺ(200)

譲受飼
養業

