動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【大阪】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ金岡蔵前店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ吹田インター青葉丘店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ平野瓜破店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ東大阪菱江店

名称
(株)ケン＆１
エコートレーディング㈱
(株)沢良宜ペットセンター
(株)Ａｚ
㈱ドッグマンコーポレーション
アクアグランデ

事業所の所在地
大阪府堺市北区南花田町258番地2

吹田市青葉丘南14番１号

大阪市平野区瓜破4丁目2番8号

責任者氏名 動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

西田 梨夏

販売・保管

堺市指令動指第0396号・第0397号

平成29年6月28日

平成34年6月27日

東野 由佳

販売

堺市指令動指 第0637号

平成27年8月19日

平成32年8月18日

澤 省人

販売・保管

大阪府登録 第1697-1号・1697-2号

平成21年4月30日

平成31年4月29日

神野 恵

販売

大阪府登録 第2778-1号

平成27年2月25日

平成32年2月24日

佐伯 敬太

平成18年8月10日

平成33年8月9日

脇 由憲

販売・保管・貸出し 大阪市指令健福動管第381号・第382号・第383号
販売

大阪市指令健福動管第63号

平成19年5月2日

平成34年5月1日

㈱コーワペッツコーポレーション

東大阪市菱江339番地1

中村 剛史

販売・保管

大阪府登録 第878-1号・第878-2号

平成29年4月20日

平成34年4月19日

川畑安希

吹田市山田東2－1－15

川畑安希

訓練

大阪府登録第3274-4号

平成29年5月29日

平成34年5月28日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ南津守店

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪市西成区南津守6丁目1番75号

松本 学

販売・保管

070053A・070053B

平成19年5月14日

平成34年5月13日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ東淀川菅原店

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪市東淀川区菅原2丁目2番114号

林 和明

販売・保管

070052A・070052B

平成19年5月14日

平成34年5月13日

竹原 一成

販売・保管

第2292-1号・第2292-2号

平成29年6月28日

平成34年6月27日

今田 太郎

販売

大阪府登録 第3139-1号

平成28年10月4日

平成33年10月3日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞりんくう羽倉崎店

アイエスジャパン
グローカルペットケア㈱

泉南郡田尻町大字嘉祥寺605番地の1

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ福島大開店

㈱ペッツフレンズコーポレーション

大阪市福島区大開4丁目1番78号

今川 佳祐

販売・保管

大阪市指令健動管第143号・144号

平成25年6月1日

平成35年5月31日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ布施駅前店

㈱コーワペッツコーポレーション

東大阪市長堂３丁目６番３５号

槌林 佳介

販売・保管

大阪府登録 第2339-1号・第2339-2号

平成24年8月31日

平成34年8月30日

平野 優奈

販売・保管

第3528-1号・第3528-2号

平成30年11月1日

平成35年10月31日

北浦 彩帆

販売

大阪府登録 第３１３７－１号

平成28年9月29日

平成33年9月28日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ高槻上牧店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ箕面今宮店

ケン＆１
グローカルペットケア㈱
㈱ペッツフレンズコーポレーション
㈱コーワペッツコーポレーション
㈱ノアズアーク

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ寝屋川昭栄店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ天王寺店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ高槻城西店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞJR今宮駅前店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞﾌﾚｽﾎﾟ東大阪稲田店

ペットプラザ外環新石切店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ新大阪センイシティ店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ摂津鳥飼西店

㈱Az

高槻市上牧南駅前町125番地

箕面市石丸1丁目3番6号

寝屋川市昭栄町18番20号

川尻 由希

販売・保管

大阪府登録第685-1号・第685-2号

平成19年1月26日

平成34年1月25日

加瀬谷 瑞香

販売

大阪府第3159-1号

平成28年10月26日

平成33年10月25日

小西 強志

販売・保管

大阪府登録第2474-1号・第2474-2号

平成25年5月28日

平成35年5月27日

田中 俊

販売

大阪府登録第2779-1号

平成27年2月24日

平成32年2月23日

ウィズィードッグ クラブ

大阪府東大阪市若江北町３－３－２８

奥野 明男

訓練

大阪府登録 第２３２０－４号

平成24年7月20日

平成34年7月19日

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪市阿倍野区天王寺町南1丁目3番10号

神木 将太

販売・保管

070051A・070051B

平成19年5月14日

平成34年5月13日

訓練

堺動指 第0699号

平成28年11月29日

平成33年11月28日

河本 明梨

販売・保管

第2294-1号・第2294-2号

平成24年6月28日

平成34年6月27日

木下 哲哉

販売

大阪府登録 第3140-1号

平成28年10月6日

平成33年10月5日

河口 大樹

販売

１７００８０Ａ

平成29年11月1日

平成34年10月31日

Dog studio fumfun
アイエスジャパン
グローカルペットケア㈱
グローカルペットケア㈱
株式会社ケン＆1

堺市北区長曽根町3083-8
ト403号室

アル・ポー 増井 見依子

高槻市城西町6-28

大阪市浪速区浪速東3丁目1番20号

国広 拓矢

販売・保管

110007A・110007B

平成23年4月26日

平成33年4月24日

㈱コーワペッツコーポレーション

東大阪市稲田新町3丁目9番64号

森本 広之

販売・保管

大阪府登録第879-1号・第879-2号

平成29年4月20日

平成34年4月19日

川畑安希

吹田市山田東2－1－15

川畑安希

訓練

大阪府登録第3274-4号

平成29年5月29日

平成34年5月28日

石坂 香穂里

販売・保管

大阪府第3251-1号・3251-2号

平成29年4月11日

平成34年4月10日

松江 知絵

販売

大阪第3252-1号

平成29月4月13日

平成34年4月12日

江崎 智里

販売・保管

大阪市指令健福動管第987号・988号

平成19年3月5日

平成34年3月4日

前川 博

販売

大阪市指令健福動管第691号

平成19年3月5日

平成34年3月4日

梅津 愛弓

販売・保管・貸出

大阪府登録第877-1号・第877-2号・第877-3号

平成29年4月20日

平成34年4月19日

株式会社ケン＆1
株式会社Az
ワンニャンハウス㈱
㈱三興
㈱コーワペッツコーポレーション

大阪府東大阪市弥生町16番12号

大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
摂津市鳥飼西5丁目5番5号

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【大阪】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ペットプラザ西九条春日出店

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪市此花区西九条7丁目

(株)ケン＆１
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ中もず店

京都魚苑
harappa Dogschool

ペットプラザ岸和田ベイサイド店
ペットプラザ泉大津店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ関目店

㈱コーワペッツコーポレーション
(株)ケン＆１
㈱コーワペッツコーポレーション
(株)ケン＆１
㈱総合建設山末

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ和泉中央店

(株)ライトスタッフ

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ平野加美北店

㈱コーワペッツコーポレーション

ペットプラザ門真大橋店

㈱ノアズアーク

ペットプラザ箕面萱野店

ノアーズアーク
グローカルペットケア㈱

堺市北区百舌鳥町3丁428-2
堺市東区菩提町2丁49－46

岸和田市港緑町５番５号
泉大津市千原町２丁目２３
大阪市城東区関目1丁目４－１
和泉市室堂町11０番地

責任者氏名 動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

販売・保管

150084A・150084B

平成27年12月4日

平成32年12月3日

販売・保管

堺市指令動指第0420号・第0421号

平成23年4月18日

平成33年4月17日

加納 慎之介

販売

堺市指令動指第0323号

平成20年9月1日

平成35年8月31日

岡本さおり

訓練

堺動指 第 0712 号

平成29年2月2日

平成34年2月1日

難波 将司
津田

奈緒子

木村 武

販売

大阪府登録第2916-1号

平成27年9月8日

平成32年9月7日

秋里 真美

販売・保管

大阪府登録第2045-1号、第2045-2号

平成23年4月26日

平成33年4月25日

佐藤 真一郎

販売・保管

大阪府登録第2059-1、2059-2

平成23年6月16日

平成33年6月15日

坂田 恵美

販売・保管

160011A･160011B

平成28年4月19日

平成33年4月20日

平田 真大

販売

大阪市指令健動管第944号

平成24年2月15日

平成34年2月14日

北野 翔

販売・保管・訓練

大阪府登録第02226-1号

平成24年3月1日

平成34年2月28日

大阪府大阪市平野区加美北５丁目６番４０号 吉田 麻那美

大阪府門真市大橋町27番35号
大阪府箕面市萱野５－５－８

販売・保管

080012A・080012B

平成25年5月2日

平成35年5月1日

赤井 龍太

販売・保管

大阪府登録第1584-1号・1584-2号

平成20年10月24日

平成35年10月23日

芦田 裕也

販売・保管

大阪府登録1589-1号・1589-2号

平成20年11月17日

平成35年11月16日

岩崎 聡

販売

大阪府登録 第3138-1号

平成28年9月29日

平成33年9月28日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ松原市役所前店

㈱スリートラスト

大阪府松原市三宅西１－３１３－１

松井 明子

販売・保管

大阪府登録第1880-1号･1880-2号

平成22年5月25日

平成32年5月24日

ペットプラザ高槻店

ファミリーペットあん

大阪府 高槻市芝生町 4丁目5番4号

安川 拓也

販売・保管

販売１６４３－1号 保管１６４３－２号

平成21年4月20日

平成31年4月19日

奥村 光

販売・保管

平成30年2月27日

平成35年2月26日

安立 稔

販売

大阪府登録 第2911-1号

平成27年9月1日

平成32年8月31日

宮脇 拓也

販売・保管

堺市指令動指第0664号・第0665号

平成28年4月1日

平成33年3月31日

岡部健太郎

販売

堺市指令動指第 0638号

平成27年8月19日

平成32年8月18日

ペットプラザ羽曳野伊賀店

(株)ケン＆１
エコートレーディング（株）

大阪府 羽曳野市伊賀 4丁目2番19号

株式会社ケン＆1
ペットプラザ堺店

ペットプラザ豊中島江店

ペットプラザ泉北2号小代店

株式会社ケン＆1

大阪府堺市堺区石津北町９０－３

大阪府登録 （販売）第3399-1号 （保管）第3399-2号

エコートレーディング（株）

岡部健太郎

保管

堺市指令動指第 0639号

平成27年8月19日

平成32年8月18日

㈱ノアズアーク

横山 祐

販売・保管

大阪府登録第2493-1号、2493-2号

平成25年6月25日

平成35年6月24日

㈱Az
株式会社ボストン

大阪府堺市南区小代74番地

山本 愛莉

販売

大阪府登録第2780-1号

平成27年2月25日

平成32年2月24日

寺田 智代

販売・保管

堺市指令動指第0399号・第0400号

平成22年11月29日

平成32年11月28日

篠原 和宏

販売

堺市指令動指第0583号

平成26年6月3日

平成31年6月2日

ペットプラザ八尾楠根店

㈱オフィスピースワン

大阪府八尾市楠根町3丁目50番地の2

新田 佑介

販売・保管

大阪府登録 （販売）第２４３１－１号 （保管）第2431－２号

平成25年4月4日

平成35年4月3日

ペットプラザ大東御領店

㈱オフィスピースワン

大阪府 大東市御領 1丁目10番60号

中村 唯

販売・保管・訓練

大阪府登録 (販売）第２７３７－１号 （保管）第２７３７－２号 （訓練）第２７３７－４号

ペットプラザ吹田吹東店

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪府吹田市吹東町65番1号

藤本 真士

販売・保管

村田 伸

販売・保管

ペットプラザ羽曳野西浦店

キングウォーター

大阪府豊中市島江町1-3-22

(株)ケン＆１

大阪府羽曳野市西浦1547番地

大阪府登録第2979-1号 2979-2号

平成26年10月30日 平成31年10月29日
平成27年12月24日

平成32年12月23日

平成30年2月27日

平成35年2月26日

平成27年9月1日

平成32年8月31日

大阪府登録第3032-1号（販売） 3032-2号（保管） 平成28年3月15日

平成33年3月14日

大阪府登録 （販売）第3398-1号 （保管）第3398-2号

近藤 祐介

販売

ペットプラザニトリモール枚方店

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪府枚方市北山1丁目2番1号

坪内 美侑季

販売・保管

ペットプラザ門真殿島店

㈱コーワペッツコーポレーション

大阪府門真市殿島町10番3号

中川憲一

販売・保管

大阪府第3124－１号 3124－２号

平成28年8月30日

平成33年8月29日

ペットプラザ第二阪和鳳店

ケン＆１

大阪府堺市西区浜寺南町3丁6番地2

宮脇 拓也

販売・保管

堺市指令動指第0691号・第0692号

平成28年11月2日

平成33年11月1日

大阪府堺市堺区高須町1丁1番38号

寺床 智尋

販売・保管

堺市指令動指第0787号・第0788号

平成30年10月6日

平成35年10月5日

堺谷 望美

販売

堺市指令動指第0790号

平成30年10月6日

平成35年10月5日

エコートレーディング（株）

ペットプラザ堺高須店

ケン＆１
グローカルペットケア㈱

大阪府登録第2912-1号

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【大阪】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ペットプラザ大東新田店

ＡＰＥＸ㈱

大阪府大東市新田境町5番28号

責任者氏名 動物取扱業の種別
山崎信幸

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

大阪府登録 第3570-1号・3570-2号

平成31年2月22日

平成36年2月21日

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【兵庫】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ灘大石川店

名称
株式会社ケン＆１
キングウォーター

事業所の所在地
神戸市灘区下河原通5丁目1-8

責任者氏名 動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

窪田 華純

販売・保管

第0218004号・第0218005号

平成30年6月18日

平成35年6月17日

国宝 杏里

販売・保管

第0218002号・第0218003号

平成30年6月12日

平成35年6月11日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞジェームス山店

㈱ペッツフレンズコーポレーション

神戸市垂水区青山台7丁目6番2号

永井智也

販売・保管

第0806016号・第0806017号

平成18年10月31日 平成33年10月30日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞハーバーランド店

㈱ｂｙ&ｂｙ

神戸市中央区弁天町１番３号

白石 亜紀

販売・保管

第0308015号・第0308016号

平成21年2月26日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ川西久代店

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ尼崎道意町店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞJR中山寺駅前店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ名谷店

㈱ペッツフレンズコーポレーション
㈱コーワペッツコーポレーション
㈱コーワペッツコーポレーション
D-friends
㈱ケン＆ワン
㈱コーワペッツコーポレーション
㈱ケン＆ワン
㈱ペッツフレンズコーポレーション

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ西宮今津2号館

㈱コーワペッツコーポレーション
D-friends
㈱ケン＆ワン

ペットプラザ小束山店

ペットプラザ加西店
ペットプラザ新三田店

株式会社 Az

尼崎市道意町７丁目１番
三田市学園6-4-3
宝塚市中筋5丁目10番27号
神戸市垂水区名谷町字向井畑3487-2

兵庫県西宮市今津出在家町10-68
三田市学園6-4-3
兵庫県神戸市垂水区多門町868-939

辻昌宏

販売・保管

動愛第611057号・動愛第612058号

伊藤 千浪

販売

兵動 第1611416号

平成18年11月24日 平成33年11月23日
平成28年9月14日

平成33年9月13日

榎本 貴大

販売・保管

尼保生 1690-2号・1700－2号

平成25年5月30日

平成35年5月29日

西村聡美
杉原 裕介

訓練
販売・保管

兵動 第 1514443 号
兵動 第1511408号・第1512409号

平成28年3月2日
平成27年4月21日

平成33年3月1日
平成32年4月20日

川向 能行

販売

第0813001号

平成25年4月1日

平成35年3月31日

平林 千愛

販売・保管

第0813002号・第0813003号

平成25年4月1日

平成35年3月31日

西村千奈美

販売・保管

西宮市第071122号・西宮市第072123号

平成30年1月17日

平成35年1月16日

藤本 真士

販売

西宮市第181359号

平成30年9月7日

平成35年9月6日

西村聡美

訓練

兵動 第 1514443 号

平成28年3月2日

平成33年3月1日

石橋 由理

販売・保管

第0813008号・第0813009号

平成25年12月4日

平成35年12月3日

秋山 拓哉

販売

神保保第0817009号

平成29年10月2日

平成34年10月1日

姫路市訓練 第417-040号・姫路市保管 第217-182号 平成29年5月19日

平成34年5月18日

わんわんワルツ

姫路市飾磨区天神26

久本兼一

訓練

石山佳世子

兵庫県高砂市中島1-14-33

石山佳世子

訓練

兵動 第1824720号

平成30年6月1日

平成35年5月31日

山中美和

販売

兵動第1321546号

平成26年4月1日

平成31年3月31日

平成26年4月1日

平成31年3月31日

株式会社ケン＆１
株式会社ケン＆１
株式会社ケン＆１

ペットプラザ兵庫松原通店生活館

(株)ケン＆１

ペットプラザ洲本インター店

株式会社ケン＆１

ペットプラザ杭瀬店

川西市久代6丁目1番5号

平成31年2月25日

グローカルペットケア㈱
ケン＆１

兵庫県加西市北条町北条１１０番地の１
兵庫県三田市すずかけ台３丁目１番

山中美和

保管

兵動第1322547号

青木 百世

販売･保管

兵動第1311427号・兵動第1312428号

販売･保管

神保保第0415004号・神保保第0415005号

販売・保管

兵動第1641441号・兵動第1642442号

兵庫県神戸市兵庫区明和通3丁目2番16号 荻本 聖士

兵庫県洲本市上内膳417番地１
兵庫県尼崎市梶ヶ島19-1

秋山 唯

平成25年11月28日 平成35年11月27日
平成28年2月10日

平成33年2月9日

平成28年12月13日 平成33年12月12日

白石 裕也

販売

尼保生第8930号-2

平成29年3月10日

平成34年3月9日

藤田 悟史

販売・保管

尼保生第8900号-2・尼保生第8920号-2

平成29年3月10日

平成34年3月9日

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【京都】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ六地蔵店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ八幡一ノ坪店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ精華台店

事業所の所在地
中村晶啓
㈱コーワペッツコーポレーション
(有)くずはペットセンター
㈱丸エス
京都魚苑
(株)ケン＆１

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞJR宇治駅北店

京都魚苑
REN-Heart

ペットプラザ 亀岡篠店

ペットプラザ 福知山店

(株)ケン＆１
京都魚苑
ペットショップ川田

京都市伏見区桃山町山ノ下19番地6
八幡市八幡一ノ坪133番地
相楽郡精華町精華台6丁目2

宇治市宇治樋ノ尻79番地の1
大阪府枚方市楠葉野田3-44-8
京都府亀岡市篠町野条井ホラ９－１

京都府福知山市字天田245番地の1

東京ペット貿易

責任者氏名 動物取扱業の種別
池田 千晶

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

京都市登録第070088号・第070089号

平成19年5月30日

平成34年5月29日

藤﨑 里奈

販売・保管

京都市登録第130003号・第130004号

平成25年4月17日

平成35年4月16日

長尾 隆志

販売・保管

京都府登録第020086-1号・第020086-2号

平成19年6月8日

平成34年6月7日

泉 知美

販売・保管

京都府登録第030055-1号・京都府登録第030055-2号

平成25年2月27日

平成35年2月26日

小畑 智哉

販売・保管

京都府登録第030019-1号・第030019-2号

平成19年5月22日

平成34年5月21日

鈴木 ひかる

販売・保管

京都府登録第020247-1号・第020247-2号

平成29年1月30日

平成34年1月29日

村田 久美子

販売・保管

京都府登録第020078-1号・第020078-2号

平成19年5月29日

平成34年5月28日

平田 実智子

訓練

大阪府登録 第2453-4号

平成25年4月4日

平成35年4月3日

八木 美沙稀

販売・保管

京都府登録第040114-1号・第040114-2号

平成29年2月1日

平成34年1月31日

西本 泰貴
川田 博信
吉田 輝

販売

京都府登録第040078-1号

平成21年2月23日

平成31年2月22日

販売・保管

京都府登録第０５００２３－１号、第０５００２３－２号

平成22年5月17日

平成32年5月16日

訓練

京都府登録第０５００２３－４号

平成22年5月17日

平成32年5月16日

販売

京都府登録第050030-1号

平成25年5月24日

平成35年5月23日

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

【奈良】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ三条大路店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ橿原香久山店

事業所の所在地
㈱コーワペッツコーポレーション
木口大介
㈱コーワペッツコーポレーション

奈良市三条大路2丁目3番21号
橿原市膳夫町532番地の1

ペットプラザ大和郡山筒井店

チャームウッド

奈良県大和郡山市筒井町531番地6

ペットプラザ大和高田池尻店

木口大介

奈良県大和高田市大字池尻159番地1

責任者氏名 動物取扱業の種別
浅井 健介

販売・保管

第110012号・110013号

中野 知暁

販売・保管

第3113001号・第3113002号

中西 美樹

販売

第6163024号

販売・保管

販売１０９３００８号 保管１０９３００９号

販売・保管

奈良県 販売2133008 保管2133009

松原 加奈

広重 秀隆

平成22年11月17日 平成32年11月16日
平成23年4月14日

平成33年4月13日

平成28年10月18日 平成33年10月17日
平成21年9月14日

平成31年9月13日

平成25年11月26日 平成35年11月25日

【和歌山】
事業所の名称

事業所の所在地

責任者氏名 動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ和歌山店

㈱ドッグマンコーポレーション

和歌山市南片原2丁目1番地

河合 努

販売・保管

和歌山市指令生保第５３３６号・第５３３７号

平成29年3月14日

平成34年3月13日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ岩出店

㈱コーワペッツコーポレーション

岩出市中島715番地

中本 愛恵

販売・保管

和歌山県24第2033号・第2034号

平成24年4月27日

平成34年5月7日

㈱コーワペッツコーポレーション

和歌山市納定104番地

井上 竜也

販売

和歌山市指令保生第2605号

平成20年9月11日

平成35年9月10日

松浦 考昌

販売・保管

和歌山市指令保生 第611号第612号

平成21年5月25日

平成31年5月24日

訓練

和歌山市指令保生第241号

平成29年4月18日

平成34年4月17日

販売・保管

和歌山県27第6125号・第6126号

平成28年4月1日

平成33年3月31日

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

滋賀県動保セ 20130-1号・2号・4号

平成26年3月18日

平成31年8月31日

ペットプラザ和歌山中之島店

㈱ドッグマンコーポレーション
DOG PAL

和歌山市吹上1-5-10

峰佳那世

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ田辺店

アトムはうす

田辺市納下万呂748

坂井 幸夫

【滋賀】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ草津店

事業所の所在地
ノアズアーク

草津市木川町389番地

責任者氏名 動物取扱業の種別
依田 希

販売・保管・訓練

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【愛知】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ一宮店

㈱コーワペッツコーポレーション

一宮市丹陽町外崎郷裏382-2

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ一宮今伊勢店

㈱コーワペッツコーポレーション

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ小牧店

㈱コーワペッツコーポレーション

小牧市堀の内4丁目140番地の1

栗本 直樹

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ砂田橋店

㈱コーワペッツコーポレーション

名古屋市東区砂田橋4丁目1番60号

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ南十番町店

スリーゼロ㈱
Candy

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

安藤 利奈

販売・保管

動尾第361号・362号

平成19年2月5日

平成34年2月4日

一宮市今伊勢町本神戸字南新田1番地1 長瀬 いくみ

販売・保管

動尾第359号・360号

平成19年2月5日

平成34年2月4日

販売・保管

動尾第357号・358号

平成19年2月5日

平成34年2月4日

田井 恵子

販売・保管

第0702020号・第0702021号

平成29年3月16日 平成34年3月15日

加藤 隆紀

販売・保管

第250118号・第250119号

平成25年5月14日 平成35年5月13日
平成26年5月19日 平成31年5月18日

名古屋市港区南十番町1丁目1番2号

責任者氏名 動物取扱業の種別

滝藤 彩音

販売

第260210号

ペットプラザ日進店

有限会社ライフペット

愛知県日進市赤池町箕ノ手７２番地１

山﨑 佳澄

販売・保管

動本１１４２号・動本１１４３号

ペットプラザ知立店

有限会社ライフペット

愛知県知立市長篠大山18番26

戸田 由紀子

販売・保管

動本８０９号・動本８１０号

平成23年12月14日 平成33年12月13日

販売・保管

第２５０１０７号・第２５０１０８号

平成25年4月27日 平成35年4月26日

山嵜 新太

販売・保管

動尾第１０２９号・動尾第１０３０号

平成27年6月12日 平成32年6月11日

渡辺 詩穂

販売・保管

動尾1111号・動尾1112号

平成27年6月12日 平成32年6月11日

ペットプラザ名古屋北店

有限会社ワンラブ

ペットプラザ清須東店

㈱コーワペッツコーポレーション
株式会社ケン＆１

ペットプラザ春日井篠木店

愛知県名古屋市北区安井4丁目1番32号 上井 浩子
愛知県清須市春日立作1番地
愛知県春日井市篠木町8-4-58

平成30年3月6日

平成35年3月5日

【三重】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ松阪塚本店

株式会社ケン＆１

三重県松阪市塚本町41番地

責任者氏名 動物取扱業の種別
岡田 龍生

販売・保管

ペットプラザイオンタウン鈴鹿店

株式会社ケン＆１

三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号

筧 美咲

販売・保管

登録番号
松販第27-4号

松保第27-5号

鈴販 第２９-２号 鈴管 第２９－５号

登録年月日

有効期限の末日

平成27年8月28日 平成32年8月27日
平成29年9月29日 平成34年9月28日

【岐阜】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ペットプラザ岐阜店

ジャペルパートナーシップサービス株式会社

岐阜県岐阜市鶴田町3丁目18番地

責任者氏名 動物取扱業の種別
飛山利行

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

販売 岐阜市第120293号、保管 岐阜市第120294号 平成30年7月17日 平成35年7月16日

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【岡山】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ倉敷北浜店

名称

事業所の所在地

責任者氏名 動物取扱業の種別

㈱コーワペッツコーポレーション

倉敷市北浜町3-6

平松 美里

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

衛生第0910015号・第0920016号

平成21年9月18日

平成31年9月17日

おかやまfairy dog school

岡山県倉敷市児島阿津1－20－28

山本 恵

訓練

衛生第1840008号

平成30年6月26日

平成35年6月25日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ西大寺店

株式会社ケン＆１

岡山市東区西大寺南一丁目2番1号

石原真実

販売・保管

販14110027・保14120028

平成26年9月12日

平成31年9月11日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ高柳店

株式会社ケン＆１

辻岡 龍也

販売・保管

販14110012・保14120013

平成26年6月20日

平成31年6月19日

岡山市北区高柳東町13-46

【広島】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ宇品店

㈱コーワペッツコーポレーション

広島市南区宇品西6丁目5番3号

小林 彩乃

販売・保管

第866号・第867号

平成30年5月1日

平成35年4月30日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ神辺店

㈱コーワペッツコーポレーション

福山市神辺町大字新十九4番地19

井上 美奈子

販売・保管

福山市指令保生第188002号・188003号

平成30年5月9日

平成35年5月8日

下平 千夏

販売・保管

第181010号・第182006号

平成30年5月30日

平成35年5月31日

ペットプラザ廿日市陽光台店
ペットプラザ広島祇園店

(株)ケン＆１
㈱三興

広島県廿日市市陽光台4-3-3

責任者氏名 動物取扱業の種別

橋本 真知子

販売

第161028号

宮田 久美

販売・保管

（販売）第７８９号・（保管）第７９０号

広島県広島市佐伯区五日市町大字石内489番地1

赤名 亮

販売・保管

（販売）第656号・（保管）第655号

平成26年2月7日

平成32年2月6日

広島県広島市南区皆実町2丁目8番25号
広島市西区扇二丁目1番46号

竹本 絵梨
河田 依里

販売・保管
訓練

登録番号 販売 第845号 保管 第846号
第819号

平成29年9月26日
平成29年4月19日

平成34年9月25日
平成34年4月18日

株式会社アニラボ

広島県安佐南区祗園６丁目１番１号

ペットプラザ石内バイパス店

株式会社ファイブワン

ペットプラザ広島皆実町店

㈱コーワペッツコーポレーション
Wiz.dog Club広島

平成28年10月5日 平成33年10月31日
平成29年1月27日

平成34年1月26日

【愛媛】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ三津浜店

(有)ペットサロン松山

松山市大可賀3丁目670-11

責任者氏名 動物取扱業の種別
柳原 亮葉

販売・保管

動愛第３８３号・動愛第３８４号

平成19年5月24日

平成34年5月23日

ペットプラザ四国中央店

(株)ケン＆１

愛媛県四国中央市具定町字倉ノ内500番地３

坂井 絵里

販売・保管

動愛第1071号・動愛第1072号

平成30年11月17日 平成35年11月16日

【徳島】
事業所の名称

事業所の所在地

ペットプラザ徳島藍住店

(有)ペットサロン松山

ペットプラザ徳島小松島店

(有)ペットサロン松山

板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜87番地2

責任者氏名 動物取扱業の種別
芝原 佳美
芝原 佳美

徳島県小松島市小松島町字房浜1番地１ 北浦 功二

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

第10031号・第10032号

平成18年8月29日

平成33年8月28日

平成22年6月29日

平成32年6月28日

訓練

第10276号

販売・保管

第10453号・第10454号

平成28年10月11日 平成33年10月10日

【香川】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ綾川店

株式会社ケン＆１

香川県綾歌郡綾川町萱原539番地2

事業所の名称

名称

事業所の所在地

責任者氏名 動物取扱業の種別
川端 千香子

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

販売 第31267号、保管 第32267号

平成26年6月2日

平成31年6月1日

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

【長崎】

ペットプラザ大塔店

(有)ドリーム
㈱三興

佐世保市大塔町8番地62

責任者氏名 動物取扱業の種別
岡山 将人

販売・保管

武藤 千登勢

販売

２７長崎県生衛（販）第８号・２７長崎県生衛（保）第９号 平成27年10月20日 平成32年10月19日

２７長崎県生衛（販）第１０号

平成27年10月20日 平成32年10月19日

【福岡】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

ペットプラザめいのはま店

㈱コーワペッツコーポレーション

福岡市西区小戸２丁目１番３２号

責任者氏名 動物取扱業の種別
釜崎 順子

販売・保管

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

E2402119号・E2402120号

平成20年3月6日

平成35年3月5日

動 物 愛 護 法 チ ラ シ 掲 載 必 要 事 項
【東京】
事業所の名称

名称

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ本羽田萩中店

㈱コーワペッツコーポレーション

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ江東深川店

有限会社ハッピーベル

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞぐりーんうぉーく多摩店

㈱ホリコシ
清水商事

事業所の所在地

責任者氏名

動物取扱業の種別

東京都大田区本羽田2丁目3-1

澁谷 賢

販売・保管

12東京都 (販)・(保) 第001792号

平成19年8月9日

平成34年8月8日

東京都江東区深川1丁目6番2号

豊岡 純一

販売・保管

１５東京都販第００３０８５号・１５東京都保第００３０８５号

平成23年2月24日

平成33年2月23日

１８東京都販第１０２７２５号・１８東京都保第１０２７２５号 平成３０年１２月１日 平成３５年１１月３０日

東京都八王子市別所2丁目56番

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

佐藤成男

販売・保管

塚田 勇輔

販売

18東京都販第102683号

平成30年8月31日

平成35年8月30日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ府中四谷店

(株)ケイエムツー

東京都府中市四谷五丁目23番地の12

松本 幹夫

販売・保管

17東京都販第101695号・17東京都保第101695号

平成29年10月26日

平成34年10月25日

ペットプラザ王子堀船店

㈱コーワペッツコーポレーション

東京都北区堀船一丁目23番13号

中村 あかね

販売・保管

12東京都 (販)・(保) 第005494号

平成29年5月24日

平成34年5月20日

ペットプラザ三鷹店

㈱ホリコシ

東京都三鷹市野崎三丁目７番地１２号

髙木 茜

販売・保管

１７東京都販第１０２５８７号 ・１７東京都保第１０２５８７号

平成30年2月19日

平成35年2月18日

名称

事業所の所在地

責任者氏名

動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

㈱コーワペッツコーポレーション

横浜市保土ヶ谷区川辺町2-13

工藤 智和

販売・保管

50-041 50-042

平成19年6月19日

平成34年6月18日

犬のしつけ らんりるらん

横浜市磯子区杉田7－18－11

梅宮 ルリ子

訓練・展示

訓練 60－0079 展示60－0080

平成29年10月19日

平成34年10月18日

㈱コーワペッツコーポレーション

横浜市都筑区北山田5丁目13-1

野場 慎司

販売・保管

83-0217・83-0218

平成29年7月7日

平成34年7月6日

鍛代 勇次

販売・保管

83-0195・83-0196

平成28年1月26日

平成33年1月25日

大嶋 孝志

販売

83-0194

平成27年12月14日

平成32年12月13日

中畑丈史

訓練

16東京都訓練第005301号

平成28年11月25日

平成33年11月24日

葉山 和希

販売・保管

動保第110609号・動保第110610号

平成19年4月13日

平成34年4月12日

坂本 公介

販売

動保 第160217号

平成28年10月4日

平成33年10月3日

【神奈川】
事業所の名称
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ保土ヶ谷星川店
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ港北ニュータウン店

スリーゼロ㈱
ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ港北センター南店

王子工芸
中畑丈史

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ鎌倉大船店

㈱ペッツフレンズコーポレーション
㈱コーワペッツコーポレーション

横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1
東京都大田区田園調布本町３２番７号フ
ローレンスパレス田園調布５０１
鎌倉市岡本1188番地1

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ相模原小山店

㈱コーワペッツコーポレーション

相模原市中央区小山3丁目37番1号

小園 英男

販売・保管

生衛 第200-00023号・第201-00023号

平成18年6月8日

平成33年6月7日

ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ中央林間店

株式会社ウィング

神奈川県大和市中央林間７－７－１

柳園なをみ

販売・保管

動保第180194号・動保第180195号

平成30年10月31日

平成35年10月30日

ペットプラザ港北インター店

有限会社ベネ

横浜市都筑区折本町191

高谷 淳一

販売・保管

販売83－0222

保管83－0223

平成29年11月2日

平成34年11月1日

ペットプラザ鶴見元宮店

(株)ケイエムツー

横浜市鶴見区元宮二丁目1番37号

沢田 佳代

販売・保管

販売００－１１８ 保管００－１１９

平成30年1月28日

平成35年1月27日

厚木市下荻野1200ｰ１

小渕 彰子

販売・保管

動保第120340号・動保第120341号

平成30年1月28日

平成35年1月27日

山本 恭子

訓練

動保第150044号

平成27年6月30日

平成32年6月29日

ペットプラザ厚木下荻野店

(株)ケイエムツー
コーナン厚木下荻野店

神奈川県厚木市旭町4－12－19 STTマンション301

ペットプラザ川崎小田栄店

ドッグマンコーポレーション

川崎市川崎区小田栄2-3-1

大島 寿美

販売・保管

ペットプラザ川崎小向店

㈱コーワペッツコーポレーション

神奈川県川崎市幸区小向西町２丁目４番地

高井 美幸

販売・保管

川崎市26川販第4号・川崎市26川保第2号

ペットプラザ本牧フロント店

有限会社ベネ

神奈川県横浜市中区小港町二丁目100番地4

菅原 啓奨

販売・保管

名称

事業所の所在地

責任者氏名

動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

小松原 剛

販売・保管

13-市川健福1240-5・13-市川健福179-14

平成21年1月27日

平成36年1月26日

川崎市28幸販第１号

川崎市28幸保第２号

販売 30-0265・保管 30-0264

平成26年9月4日

平成31年9月3日

平成28年6月29日

平成33年6月28日

平成29年10月5日

平成34年10月4日

【千葉】
事業所の名称
ペットプラザ市川原木店

(有)ケイアンドドッグ
東京ペット貿易

市川市原木２５２６－６

結城 洋志

販売

11-市川健福1244-5

平成23年10月3日

平成33年10月2日

ペットプラザ南流山店

ニューサンドッグ

千葉県流山市大字木408番地(木Ｂ70街区1）

海上 彩花

販売・保管

14-松健福1182-2・14-松健福267-7

平成26年11月26日

平成31年11月25日

ペットプラザ船橋花輪インター店

(有)ケイアンドドッグ

千葉県船橋市宮本9丁目5番15号

中井 哲昭

販売・保管

第14-1-10号・第14-2-11号

平成27年2月25日

平成32年2月24日

【埼玉】
事業所の名称

名称

事業所の所在地

責任者氏名

動物取扱業の種別

登録番号

登録年月日

有効期限の末日

ペットプラザ吉川栄町店

有限会社ハッピーベル

埼玉県吉川市栄町797番1

掛札 拓也

販売・保管

販売第75-0225・保管第75-0226

平成29年11月2日

平成34年11月1日

