
登録番号 登録年月日 申請者 事業所の名称 所在地 動物取扱責任者 種別 動物種哺乳類 動物種鳥類 動物種爬虫類

170387 2013年04月19日 竹田　慈子 犬のペンション　わんスマイル 三浦郡葉山町 長柄１６４２－５８６ 竹田　慈子 保管 犬（６０頭／月）

180011 2013年04月12日 笹原　豊久 ぼくとわたしの動物病院 秦野市 北矢名１３１５－１ 笹原　豊久 保管 犬、猫、げっ歯類、ウサギ（３頭/日）

180012 2013年04月15日 白田　祐子 ル・ブラン湘南 藤沢市 片瀬海岸１－７－２２－１０７ 白田　祐子 訓練 犬（２頭／日）

180015 2013年05月31日 今井　隆 Ｍｉｌｋｙ－Ｗａｎ（ミルキーワン） 足柄上郡開成町 吉田島３０６３－１１ 今井　隆 展示 ウサギ　モルモット　マウス等（15頭） カメ　ヘビ　トカゲ（10頭）

180017 2013年05月15日 プリペット株式会社 代表取締役　松村　謙三 プリペット株式会社　プリペットオークション神奈川 高座郡寒川町 倉見１０８６ 竹重　直人 競りあっせん犬（４００頭/回）　猫（１００頭/回）

180018 2018年05月07日 プリペット株式会社 代表取締役　松村　謙三 プリペット株式会社　プリペットオークション神奈川 高座郡寒川町 倉見１０８６ 竹重　直人 保管 犬（２００頭/回）　猫（１００頭/回）

180019 2013年04月30日 村瀬　宏子 ＨＩＲＯドッグスクール 小田原市 前川１５８－１７ 村瀬　宏子 訓練 犬（２～３頭/日）

180020 2008年04月18日 大山　ひとみ ＣＡＴＴＥＲＹ　ＦＵＲＡＩＤＯ 秦野市 南矢名１０２５ 大山　ひとみ 販売 猫（メインクーン１０）

180021 2008年05月13日 小川　亜紀子 Dog Salon　 CARAMEL BOX 秦野市 並木町４－２ 小川　亜紀子 保管 犬（４～５頭/日）

180022 2013年04月24日 増田　智子 ドックタウン 茅ヶ崎市 常盤町６－３５ 増田　智子 保管 犬（５頭／日）

180023 2013年04月24日 増田　智子 ドックタウン 茅ヶ崎市 常盤町６－３５ 増田　智子 訓練 犬（５頭／日）

180024 2018年04月24日 安部　太一 ポチズファミリー 茅ヶ崎市 萩園１４１５－１ サンライズ茅ヶ崎２０１ 安部　太一 販売 ヒョウモントカゲモドキ（７５匹）

180025 2013年05月08日 伊藤　弘美 Ｗａｎｄｅｒ　ｐａｗｓ 伊勢原市 東大竹１１５９－３ 伊藤　弘美 訓練 犬（５０頭/年）

180026 2008年06月04日 畑　一夫 畑畜犬 鎌倉市 常盤４２２－６ フォルム鎌倉常盤５０２号室 畑　一夫 訓練 犬（６頭／日）

180028 2013年05月09日 井原　義夫 ハッピーれん 厚木市 山際６１７－１ 石井ビル２Ｆ 井原　義夫 保管 犬（７頭／日）

180030 2018年05月15日 可香　直子 TRIMMING SALON　POUSSE 平塚市 御殿１－１６－３０ 可香　直子 保管 犬（４頭/日）猫（１匹/日）

180032 2013年06月10日 村松　玲子 湘南国際村　ランドスケープ集団 三浦郡葉山町 上山口１８３５－１ 村松　玲子 展示 馬３頭

180034 2013年05月02日 ドッグウェーブ有限責任事業組合 組合員　武　みなみ ドッグウェーブ 藤沢市 鵠沼海岸１－６－１３－１F 南里　琴乃 訓練 犬（５～１５頭／日）

180035 2013年05月02日 ドッグウェーブ有限責任事業組合 組合員　武　みなみ ドッグウェーブ 藤沢市 鵠沼海岸１－６－１３－１F 南里　琴乃 保管 犬（５～１５頭／日）

180036 2018年05月01日 上田　一生 ハッピーペット 小田原市 栄町１－１６－３４ 上田　一生 保管 犬（６頭）

180038 2018年05月08日 我妻　篤 アズールグラナ 綾瀬市 深谷中４－１８－１９ 我妻　篤 販売 犬（１頭フレンチブルドッグ）

180039 2018年05月16日 池田　敦志 MoMon's　Café 足柄下郡湯河原町 宮上722－10 池田　敦志 販売 フクロモモンガ（月2匹）

180040 2008年06月25日 大橋　亜矢子 Dog Rapo. 綾瀬市 深谷上１－６－１９ ヒルトップ綾瀬１０１ 大橋　亜矢子 保管 犬　ホテル１１頭/日　トリミング６頭/日

180041 2018年05月11日 中村　晃司 タートルハウス 南足柄市 怒田２８１８－７ 中村　晃司 販売 ハムスター等小動物３匹/年 文鳥・インコ３羽/年 カメ・トカゲ７匹/年

180045 2008年05月30日 狩野　知江美 トリミングサロン　もこもこ 小田原市 蓮正寺８８１－２３ 狩野　知江美 保管 犬(２～３頭）／日

180046 2013年05月17日 河野　優 Ｖａｎｉｌｌａ（荻野店） 厚木市 上荻野２３５－１ 河野　優 保管 犬、猫（１０頭／日）、小動物（ハムスター、ウサ

ギ）

小鳥等

180047 2008年07月08日 西本　麻衣 Ｓｅａｓｉｄｅ　ｆａｉｒｙ 愛甲郡清川村 宮ヶ瀬９７１－８１ 西本　麻衣 販売 犬（シェットランドシープドッグ）７頭/年

180048 2008年05月28日 矢野　美樹 テンダー 大和市 代官４－１４－３ 矢野　美樹 保管 犬（２頭／日）

180049 2018年05月23日 高橋　雅子 Natural Dog Laws 鎌倉市 笛田５－２３－５ 高橋　雅子 訓練 犬（５頭／月）

180050 2013年06月12日 岡﨑　龍司 ＤｏＣ・Ｏ（ドッコ） 三浦郡葉山町 長柄７０５－１３４ 岡﨑　龍司 保管 犬及び猫（６頭／日）

180051 2013年05月30日 株式会社アンボンファミーユ 代表取締役　浜田　稔 ロイペッツ湘南大磯店 中郡大磯町 高麗３－４－１７ 浜田　稔 販売 犬・猫（３５頭）、ハムスター・ウサギ（２０匹）

180052 2013年05月30日 株式会社アンボンファミーユ 代表取締役　浜田　稔 ロイペッツ湘南大磯店 中郡大磯町 高麗３－４－１７ 浜田　稔 保管 犬・猫（５～１０頭／日）

180053 2008年06月13日 平野　千恵子 ドッグサロン　マーシャ 座間市 相模が丘６－２９－１７ 平野　千恵子 保管 犬（６頭／日）

180054 2018年05月25日 水山　芳美 愛犬の移動美容室　ミルル 茅ヶ崎市 高田２－５－２１ 水山　芳美 保管 犬（８頭／日）

180055 2013年05月31日 譲原　ひとみ Ｆ．Ｊ．Ｄｏｇ 足柄下郡湯河原町 宮上７７３－２０５ 譲原　ひとみ 販売 犬（80頭）

180056 2008年05月28日 逸見　千壽子 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣｏＣｏ 藤沢市 石川3丁目６５５－９ 逸見　千壽子 販売 犬　小型犬中心に１０頭

180057 2008年05月28日 逸見　千壽子 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣｏＣｏ 藤沢市 石川3丁目６５５－９ 逸見　千壽子 保管 犬　（10頭／日）

180058 2008年05月28日 逸見　千壽子 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣｏＣｏ 藤沢市 石川3丁目６５５－９ 逸見　千壽子 訓練 犬　小型犬中心で月２～3頭、週１～2回

180059 2008年05月30日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモ本厚木店 厚木市 泉町1番1号 本厚木ミロード南館5階 斎藤　有貴 保管 犬(15頭）、猫(2頭）

180060 2013年05月29日 堀内　智恵子 愛ＤＯＧ 大和市 桜森２－２７－１ 堀内　智恵子 販売 犬（約１００頭）

180061 2013年05月29日 堀内　智恵子 愛ＤＯＧ 大和市 桜森２－２７－１ 堀内　智恵子 保管 犬（１頭／月）

180062 2018年06月20日 長谷川　貴則 ドッグ　ノーティカ 藤沢市 宮前７２１－１０ 長谷川　貴則 保管 犬（４～５頭）

180063 2018年06月20日 長谷川　貴則 ドッグ　ノーティカ 藤沢市 宮前７２１－１０ 長谷川　貴則 訓練 犬（４～５頭）

180064 2018年06月13日 株式会社悠悠コーポレーション 代表取締役　宇山　正洋 CARE　PETS　藤沢 藤沢市 片瀬３－１７－２１ ハウスKEY２F 宇山　奈緒子 保管 犬猫モルモット等（８匹／日） インコ等（１羽／日） 亀等（１匹／日）

180065 2018年06月22日 柳下　貴之 アクア＆レプタイルLOUNGE 海老名市 本郷３６６８－１ 柳下　貴之 販売 ヘビ100匹、トカゲ30匹、カメ30匹

180066 2018年06月22日 柳下　貴之 アクア＆レプタイルLOUNGE 海老名市 本郷３６６８－１ 柳下　貴之 展示 ヘビ20匹、トカゲ5匹、カメ5匹

180067 2018年06月25日 石井　英雄 石井商店 愛甲郡清川村 煤ヶ谷１７５３ 石井　英雄 販売 ミシシッピーアカミミガメ２００匹／回

180069 2018年07月18日 株式会社Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップＣｏｏ＆ＲＩＫＵ　江の島店 藤沢市 片瀬海岸３－２２－１７ 中橋　幸代 販売 犬（６０頭）、猫（１５頭）

180070 2018年07月18日 株式会社Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップＣｏｏ＆ＲＩＫＵ　江の島店 藤沢市 片瀬海岸３－２２－１７ 中橋　幸代 保管 犬（１０頭）、猫（５頭）

180071 2018年07月18日 株式会社Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップＣｏｏ＆ＲＩＫＵ　江の島店 藤沢市 片瀬海岸３－２２－１７ 中橋　幸代 展示 猫（２０頭）、うさぎ（１２羽）、ハリネズミ（６

匹）

180075 2008年06月25日 山室　重義 桜クラブ 小田原市 江之浦２５８－１ 山室　重義 販売 犬８頭

180076 2018年06月26日 不動田　紋那 Avec toi（アヴェク　トワ） 平塚市 四之宮４－１８－１１ 不動田　紋那 保管 犬（４頭／日）

180077 2018年06月21日 武田　佳子 ララペッツ 中郡大磯町 東小磯４２４－４ 武田　佳子 保管 犬・猫・ウサギ・リス・砂ネズミ・フェレット６匹

／週

インコ・オウム・文鳥・十姉妹６匹／日 イグアナ・カメ６匹／日

180078 2013年06月28日 杉山　嗣美 ＤＯＧ　ＣＲＡＦＴＳＭＡＮ 茅ヶ崎市 汐見台３－４ 杉山　嗣美 保管 犬（５頭／日）

180079 2013年06月28日 佐藤　美奈子 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｌａ　Ｋｕｌｅ´ａ 平塚市 中堂１７－９－１０１ 佐藤　美奈子 保管 犬（４～５頭／日）

180080 2008年07月03日 株式会社鎌倉山ＡＨＣ 代表取締役　福島　潮 鎌倉山動物病院 鎌倉市 鎌倉山１－９－２ 田渕　まき 保管 犬・猫（１５頭）

180081 2013年08月15日 五十嵐　智恵子 Ｔｒｉｍｍｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｒｉｃｋｅｔ 平塚市 万田１１ 五十嵐　智恵子 保管 犬（５頭／日）

180082 2008年07月18日 武藤　香菜 ＤＯＧ　Ｓａｌｏｎ　ＭＡＫＡＮＡ 座間市 東原３－１６－２３ 武藤　香菜 保管 犬（５頭／日）

180086 2008年07月10日 海戸田　正徳 ルモンド　ドッグトレイニング　スクール 厚木市 三田３４４０－１ 海戸田　正徳 訓練 犬（２０頭／日）

180087 2008年07月04日 大貫　晶恵 プリティードック 三浦郡葉山町 堀内１８１８ 大貫　晶恵 販売 犬５頭/年

180088 2008年07月04日 大貫　晶恵 プリティードック 三浦郡葉山町 堀内１８１８ 大貫　晶恵 保管 犬７０～８０頭/月

180089 2008年07月04日 有限会社吉岡動物病院 代表取締役　吉岡　英一 吉岡動物病院 厚木市 温水１０５９－２ 吉岡　英一 保管 犬10頭/日　、猫3頭/日

180090 2013年07月12日 相原　奈月 ｆｏｒ　ｙｏｕ＋１ 小田原市 下大井４６８－１０ 相原　奈月 保管 犬（１～３頭／日）

180092 2018年07月12日 小泉　浩美 ＡＴＯＭＬＡＮＤ 逗子市 桜山５－４６－１６ 小泉　浩美 販売 犬（ミニチュア・シュナウザー１頭）

180093 2013年07月12日 合同会社　りょう動物病院 代表社員　坂井田　誠 りょう動物病院 平塚市 大原３－４５ 坂井田　誠 保管 犬・猫（２０頭／日）

180094 2013年08月28日 宮本　麻実 Rocket Minx 大和市 下和田８６４－１ 宮本　麻実 保管 犬（５頭）

180095 2013年08月28日 宮本　麻実 Rocket Minx 大和市 下和田８６４－１ 宮本　麻実 訓練 犬（５頭／日）

180096 2018年08月17日 株式会社横浜みなとキャピタル 代表取締役　栗田雅裕 alwaysdog 茅ヶ崎市 本村２－２－１８ 栗田　絵梨 保管 犬5頭、ウサギ10羽、ハムスター20匹／週

180097 2008年07月09日 陌間　宏美 ＤＯＧ　ＧＡＲＤＥＮ　ＡＬＩＣＥ 秦野市 平沢２５５１－９ 陌間　宏美 販売 犬5匹（アメリカンコッカースパニエル他）

180098 2008年07月16日 山﨑　千佳 Ｄｏｇ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｂｕｄｄｙ 大和市 下鶴間３０３５－２３ 山﨑　千佳 訓練 犬（10頭／日）

180100 2018年07月12日 荒井　喜一 認定ペットシッターオリーブ 三浦郡葉山町 堀内１４７３ 荒井　喜一 保管 犬、猫、ハムスター、ウサギ、フェレット（１件／

日）

180101 2018年07月24日 森口　優子 ネコリラ． 逗子市 新宿１－１－３４ 森口　優子 保管 猫（６匹／日）

180103 2008年07月24日 石川　力也 リッキー動物病院 逗子市 逗子７－１－３２ 石川　力也 保管 犬（100頭／月）、猫（100匹／月）

180104 2018年08月03日 加藤　真樹子 湘南ドッグサポートハウス　涼風 中郡二宮町 富士見が丘３－２－１１ 加藤　真樹子 保管 犬（４頭／日）

180105 2018年08月03日 加藤　真樹子 湘南ドッグサポートハウス　涼風 中郡二宮町 富士見が丘３－２－１１ 加藤　真樹子 訓練 犬（４頭／日）

第一種動物取扱業者登録簿（2023年3月31日現在）



登録番号 登録年月日 申請者 事業所の名称 所在地 動物取扱責任者 種別 動物種哺乳類 動物種鳥類 動物種爬虫類
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180106 2018年07月25日 岡本　聰子 トリミングサロン　ブルーボンボン 中郡大磯町 大磯２２０５－２３ 岡本　聰子 保管 犬（５頭／日）

180107 2018年07月17日 株式会社悠悠コーポレーション 代表取締役　宇山正洋 CARE PETS 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 東海岸北１－７－２１ ジュジュペ茅ヶ崎３０１ 宇山　正洋 保管 犬猫モルモット等（８匹／日） インコ等（１羽／日） 亀等（１匹／日）

180108 2018年07月17日 株式会社悠悠コーポレーション 代表取締役　宇山正洋 CARE PETS 鎌倉 鎌倉市 扇ガ谷１－８－５　L1　２０１ 佐藤　絵梨華 保管 犬猫モルモット等（８匹／日） インコ等（１羽／日） 亀等（１匹／日）

180109 2013年09月17日 朝倉　隼人 Ｄ＆Ｃ 藤沢市 大庭５３３１－３ 朝倉　隼人、朝倉　しのぶ、朝倉　幸恵 販売 猫（親71頭）　犬（親４頭）

180110 2013年08月05日 株式会社　トウキョウ・ワンク 代表取締役 堀川　勝志 東京ワンク大和店 大和市 上和田２６７０－１　 島忠ホームズ内 鈴木　美保 販売 犬（２５頭）、猫（４頭）

180111 2013年08月05日 株式会社　トウキョウ・ワンク 代表取締役 堀川　勝志 東京ワンク大和店 大和市 上和田２６７０－１　 島忠ホームズ内 鈴木　美保 保管 犬（９頭）、猫（２頭）

180112 2018年07月23日 柴田　美樹 М＆W 藤沢市 片瀬５－１３－１０－２０５ 柴田　美樹 保管 犬（10頭／月）

180113 2008年07月31日 特定非営利活動法人　日本アニマルセ

ラピー協会

理事 横内 由紀、理事 木戸　敏徳、理事 棚成 嘉文特定非営利活動法人　日本アニマルセラピー協会 大和市 大和南１－１５－６ 横内　由紀 販売 犬（１頭／年）

180114 2008年07月31日 特定非営利活動法人　日本アニマルセ

ラピー協会

理事 横内 由紀、理事 木戸　敏徳、理事 棚成 嘉文特定非営利活動法人　日本アニマルセラピー協会 大和市 大和南１－１５－６ 横内　由紀 保管 犬（10頭／年）

180115 2008年07月31日 特定非営利活動法人　日本アニマルセ

ラピー協会

理事 横内 由紀、理事 木戸　敏徳、理事 棚成 嘉文特定非営利活動法人　日本アニマルセラピー協会 大和市 大和南１－１５－６ 横内　由紀 訓練 犬（１頭／年）

180116 2018年08月02日 中島動物病院合同会社 代表社員　中島　保司 中島動物病院合同会社 綾瀬市 大上６－２１－３ 中島　広樹 保管 犬・猫（４-５頭/日）

180117 2013年08月01日 株式会社　アサワペットサービス 代表取締役 秋澤　良彦　 ＡＰＳ 秦野市 上大槻１１４３－１ 斎藤　夕貴 保管 犬（１５頭／日）

180118 2008年09月25日 株式会社アサワペットサービス 代表取締役　秋澤　良彦 株式会社　アサワペットサービス 小田原市 沼代７５６－６ 秋澤　良彦 保管 犬50頭

180119 2008年07月29日 田村　典子 トリミングサロン　Ｒｉｔｏｒｕ 海老名市 柏ヶ谷３０６－２５ 田村　典子 保管 犬(1ヶ月最大３０頭）

180120 2018年07月31日 竹内　寿美 dog very 足柄上郡大井町 金子５１０－３ 竹内　寿美 保管 犬（１～２頭/日）

180121 2008年10月01日 草柳　加奈 ＷＡＮＬＯＶＥ 足柄上郡松田町 松田惣領１１９４－２ 草柳　豊 保管 犬（5頭/日）

180122 2018年08月06日 蒔田　和美 SIGHTHOUNDS K3 藤沢市 鵠沼桜が岡２－４－１６ 蒔田　和美 保管 犬（1頭/日）

180123 2008年08月21日 日髙　雄一郎 ひだか動物クリニック 逗子市 久木８－９－１７ 日髙　彩子 保管 犬猫（１０頭／日） 猛禽類を除く全ての鳥種(１０羽／日）

180124 2018年08月06日 栗原　由香 green mom 栗原 藤沢市 鵠沼桜が岡３－１７－１４ 栗原　由香 保管 犬猫（２頭／日）

180125 2018年08月30日 山田　和則 ビバペッツ　AQUA＆ANIMAL　FREEDOM 厚木市 酒井１６０１－４ スーパービバホーム厚木南インター店内齊藤　友里 販売 ハムスター（10）ウサギ（４）フェレット（1）デ

グー（４）

インコ類（10）フィンチ類（20）猛禽類（１） トカゲ（10）カメ（3）ヤモリ（数匹）

180129 2013年08月19日 水野　和子 Ｐａｗ－ｈｏｕｓｅ 平塚市 長持５１０－１０ 水野　和子 訓練 犬（１５頭/日）

180130 2008年08月25日 杉山　勝弘 ファミリーユウワ 厚木市 船子１５１２－７ 杉山　勝弘 販売 鳩のみ1年２００羽

180131 2013年08月27日 金子　智子 Ｔｉｎａ’ｓ　Ｇｒｏｏｍｉｎｇ　～Ｓｔｙｌｉｎｇ　Ｆ

ｏｒ　Ｔｏｙ　Ｐｏｏｄｌｅｓ～

鎌倉市 御成町１３－１６ 渡辺ビル２０３ 金子　智子 保管 犬（１～４頭／日）

180134 2018年08月31日 有限会社　ワンラブ 代表取締役　小林　励 ワンラブ　カインズ三浦店 三浦市 初声町入江２７３－３ カインズホーム三浦店内 野中　浄子 販売 犬（２５頭）、猫（６頭）

180135 2018年08月31日 有限会社　ワンラブ 代表取締役　小林　励 ワンラブ　カインズ三浦店 三浦市 初声町入江２７３－３ カインズホーム三浦店内 野中　浄子 保管 犬（10頭）、猫（２頭）

180137 2018年09月06日 稲垣　直 トリミングサロン　ルムータ 小田原市 清水新田１３５－６ 稲垣　直 保管 犬猫９０頭／月

180138 2013年09月25日 能登　ちとせ シャボン 鎌倉市 山ノ内１７１－７ 能登　ちとせ 保管 犬、猫（４頭／日）

180139 2018年09月06日 森川　有理 ペットシッター　moln 茅ヶ崎市 萩園１５７８－２０３ 森川　有理 保管 犬、猫（２頭／日）

180140 2018年09月18日 吉川　淳子 くろすけちゃん 平塚市 中里２０－４ 吉川　淳子 保管 犬（１頭／日） 鳥（１羽/日）

180141 2018年09月07日 若松　麻由子 PETSHOP＆SALON　りあん 伊勢原市 笠窪３６９ 若松　麻由子 販売 犬、猫（５０頭）

180142 2018年09月07日 若松　麻由子 PETSHOP＆SALON　りあん 伊勢原市 笠窪３６９ 若松　麻由子 保管 犬、猫（５０頭）

180143 2018年09月21日 株式会社ウェル 代表取締役　藤井　雅人 株式会社ウェル 座間市 さがみ野１－１２－１２ 中村　美穂 販売 犬（１５頭）

180144 2018年09月18日 中山　亜沙美 THE DAYS grooming truck 藤沢市 辻堂東海岸４－１０－１７－１ 中山　亜沙美 保管 犬（３頭/日）

180145 2013年09月12日 伊藤　裕美子 プリモス動物病院 足柄下郡湯河原町 中央１－１６３０－８ 石橋　桂子 保管 犬、猫、兎（１０頭／日）

180146 2013年09月18日 株式会社ロコペットクリニック 代表取締役　大村　雅 ロコペットクリニック 厚木市 林４－２－１ 大村　裕美 保管 犬、猫（１０頭/月）

180147 2018年09月26日 日俣　涼子 judy's 藤沢市 辻堂東海岸１－１－１０ 日俣　涼子 保管 犬（５頭）/日

180148 2018年09月25日 株式会社秦野国際乗馬クラブ 代表取締役　小泉　卓次 株式会社　秦野国際乗馬クラブ 秦野市 名古木９６１ 小泉　卓次 保管 馬７頭

180149 2018年09月25日 株式会社秦野国際乗馬クラブ 代表取締役　小泉　卓次 株式会社　秦野国際乗馬クラブ 秦野市 名古木９６１ 小泉　卓次 展示 馬３０頭

180151 2008年10月01日 湯舟　稔 湯舟荘 厚木市 山際２２０－２３ 湯舟　稔 販売 犬（柴）１２頭

180152 2018年10月04日 坂本　昭彦 大山ペット 伊勢原市 上粕屋２５６５－１ 坂本　昭彦 販売 犬（１５頭）、猫（２５頭）

180153 2018年10月04日 坂本　昭彦 大山ペット 伊勢原市 上粕屋２５６５－１ 坂本　昭彦 保管 犬（２０頭）、猫（２０頭）

180154 2018年10月04日 早川　修平 はやかわ動物病院 中郡二宮町 一色３０２７ 早川　修平 保管 犬、猫（10頭/日）

180155 2018年10月05日 矢野　正雄 鷹商 藤沢市 葛原１５３１－２ 矢野　栄子 展示 鷹 １、ミミズク １、フクロウ １

180157 2013年11月21日 草柳　加奈 ＷＡＮ　ＰＥＡＣＥ 秦野市 立野台１－３－３ ローズハウス１階Ａ号室 草柳　加奈 保管 犬（５頭／日）

180158 2018年10月02日 株式会社オールマイティー 代表取締役　落　昭弘 まいきゃっと 足柄下郡湯河原町 福浦２４４－１ 落　幸佳 貸出し 猫、犬（２０頭）

180159 2013年11月01日 中嶋　尚子 Dog Salon Famille 茅ヶ崎市 松浪２－２－６７ 中嶋　尚子 保管 犬（４頭/日）

180160 2013年10月29日 藤川　雅也 りほの動物病院 藤沢市 羽鳥３－２０－７　ＮＳビル１階 藤川　雅也 保管 犬（８頭/日）、猫（１頭／日）

180161 2018年10月12日 大場　泰孝 とも動物病院 厚木市 愛甲１－１９－１９ 大場　智子 保管 イヌ（８０頭）、ネコ（５頭）/月

180162 2013年10月04日 栗原　真理 キュラム 逗子市 新宿４－１３－１３－５１５ 栗原　真理 保管 犬、猫（20頭／月）

180163 2018年10月11日 アドルフ　ラインハート　ロバート Ｂｏｗ’ｓ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃａｒｅ 小田原市 小八幡１－９－３６ アドルフ　ラインハート　ロバート 保管 犬（５）、猫（５）、ウサギ（５）、フェレット

（５）

セキセイインコ（５）

180164 2018年10月22日 永瀬　康子 セレニテ 藤沢市 辻堂元町４－１－１５ 浜見山ハイツ２０５ 永瀬　康子 保管 犬（2頭）、猫（1匹）／日

180166 2018年10月22日 三橋　睦実 Little Bee 厚木市 鳶尾５－９－２９ 三橋　睦実 販売 猫（５）、犬（５）

180167 2018年10月09日 市川　節子 ペットシッター　おるすばん 厚木市 関口１１５－１ ダイヤパレス本厚木３１１ 市川　節子 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター（2匹／日） インコ、文鳥、十姉妹、オウム（2羽／日） カメ（2匹／日）

180168 2018年10月24日 櫻井　達 櫻井　達 厚木市 妻田東１－１０－２０ 櫻井　達 販売 大型セキセイインコ50羽

180170 2018年10月25日 山下　清心 Ｓａｕｌａ　Ｃａｔｓ 綾瀬市 落合南４－１３－３９ 山下　清心 販売 猫２頭

180171 2008年10月23日 渡部　美也子 プリプリハウス 大和市 代官２－１－４１ 月俣　里美 販売 トイプードル（13頭）

180172 2008年10月23日 渡部　美也子 プリプリハウス 大和市 代官２－１－４１ 月俣　里美 保管 犬　（５頭/月）

180173 2008年11月05日 鳥居　忠善 鳥居どうぶつ病院 小田原市 扇町３－１３－１８ 鳥居　由紀子 保管 犬猫　１０頭/月

180174 2018年10月30日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト大和鶴間店 大和市 下鶴間１－２－１ 戸嶋　南斗 貸出し 犬（16頭）、猫（5頭）

180175 2018年10月30日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト秦野店 秦野市 入船町１２－１ 安藤　彩香 貸出し 犬（24頭）、猫（4頭）

180176 2018年10月22日 三上　久美子 ドッグハウス　ミカチュウ 茅ヶ崎市 高田２－６－７ 三上　久美子 販売 犬４頭

180177 2018年10月22日 三上　久美子 ドッグハウス　ミカチュウ 茅ヶ崎市 高田２－６－７ 三上　久美子 保管 犬４頭／日

180178 2013年12月12日 小泉　哲郎 こころ動物病院 平塚市 花水台３２－２９　１Ｆ 小泉　哲郎 保管 犬、猫　８頭/日

180179 2018年10月30日 神田　由紀子 La promesse 秦野市 菩提１９２－３ 神田　由紀子 保管 犬（７頭／日）

180180 2018年10月30日 神田　由紀子 La promesse 秦野市 菩提１９２－３ 神田　由紀子 訓練 犬（10頭／日）

180181 2018年10月26日 株式会社ペットセレモニーウェイビー 代表取締役　井上　充 にじのはし 平塚市 明石町２４－１３ 井上　充 販売 猫15匹

180182 2018年10月26日 株式会社ペットセレモニーウェイビー 代表取締役　井上　充 にじのはし 平塚市 明石町２４－１３ 井上　充 保管 猫15匹

180183 2018年10月26日 株式会社ペットセレモニーウェイビー 代表取締役　井上　充 にじのはし 平塚市 明石町２４－１３ 井上　充 展示 猫15匹

180184 2013年10月18日 有限会社服部牧場 代表取締役　服部　誠 服部牧場 愛甲郡愛川町 半原６０８７ 服部　樹 販売 牛（50）馬（15）羊（200）ミニブタ（50）ヤギ

（30）ウサギ（100）モルモット（20）ロバ（5）

ニワトリ（20）アヒル（20）ガチョウ（5）イン

コ（20）
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180185 2013年10月18日 有限会社服部牧場 代表取締役　服部　誠 服部牧場 愛甲郡愛川町 半原６０８７ 服部　樹 貸出し 牛（50）馬（15）羊（200）ミニブタ（50）ヤギ

（30）ウサギ（100）モルモット（20）ロバ（5）

ニワトリ（20）アヒル（20）ガチョウ（5）イン

コ（20）

180186 2013年10月18日 有限会社服部牧場 代表取締役　服部　誠 服部牧場 愛甲郡愛川町 半原６０８７ 服部　樹 展示 牛（50）馬（15）羊（200）ミニブタ（50）ヤギ

（30）ウサギ（100）モルモット（20）ロバ（5）

ニワトリ（20）アヒル（20）ガチョウ（5）イン

コ（20）

180187 2018年11月01日 合同会社善行動物病院 代表社員　藤村　しおり 善行どうぶつ病院 藤沢市 善行７－９－３ 藤村　しおり 保管 犬　猫（１９頭） 小・中型インコ

180188 2013年12月13日 中沼　美華 Ｔｒｉｍｍｉｎｇ　＆　Ｃａｒｅ　Ｍａｎｅ　（トリミ

ングアンドケアー　マーヌ）

海老名市 国分南１－７－３６ 中沼　美華 保管 犬（２頭／日）

180189 2018年10月29日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 茅ヶ崎２－７－７１ 下田　紗耶加 貸出し 犬（20頭）、猫（６頭）

180190 2018年11月09日 伊澤　幸江 ペルロの家 厚木市 旭町５－４７－１７ 伊澤　幸江 保管 犬猫（２～３頭／日）

180191 2008年10月29日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ペットアイランド海老名店 海老名市 大谷北１－１－１ 三浦　比菜美 販売 犬（２０）、猫（１５）、ウサギ（５）

180192 2008年10月29日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ペットアイランド海老名店 海老名市 大谷北１－１－１ 三浦　比菜美 保管 犬（１０）、猫（１０）、ウサギ（４） 小鳥（４）

180193 2018年10月29日 合同会社DOG　TRUST 代表社員　中山　倫代 合同会社DOG　TRUST 逗子市 桜山２－１－１９ 中山　倫代 保管 犬２頭

180194 2018年10月31日 株式会社ウィング 代表取締役　三橋　巌根 ペットプラザ中央林間店 大和市 中央林間７－７－１ 柳園　なをみ 販売 犬３０、猫５、ハムスター３０、ウサギ１０、モル

モット１０

インコ・カナリア等３０ カメ３０、ヘビ２、トカゲ２

180195 2018年10月31日 株式会社ウィング 代表取締役　三橋　巌根 ペットプラザ中央林間店 大和市 中央林間７－７－１ 柳園　なをみ 保管 犬３０、猫５、ハムスター３０、ウサギ１０、モル

モット１０

インコ・カナリア等３０ カメ３０、ヘビ２、トカゲ２

180196 2008年11月14日 須長　千晴 ドッグサロン　ひまわり 小田原市 浜町４－９－１９ 須長　千晴 保管 犬３頭／日、猫１頭/日

180197 2008年10月31日 野村　夕喜 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｔｈｉｎ・Ｋ 大和市 下和田１２７９ 野村　夕喜 保管 犬　５０頭/月

180198 2018年11月02日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト大和店 大和市 渋谷６－６－１ 田中　雅也 貸出し 犬（２２頭）、猫（３頭）

180201 2013年11月21日 藤巻　美好 ＷＩＳＴＥＲＩＡ 小田原市 扇町５－２２－４ 藤巻　美好 保管 犬（１頭／月）

180202 2018年11月30日 上杉　正道 ドッグズバーバーショップビアーズ 茅ヶ崎市 赤羽根４７２－２１ 上杉　由佳里 販売 犬10頭、猫1匹

180203 2018年11月30日 上杉　正道 ドッグズバーバーショップビアーズ 茅ヶ崎市 赤羽根４７２－２１ 上杉　由佳里 保管 犬、猫、ウサギ（30～100匹／月）

180204 2008年12月04日 田島　恭子 ペットシッター青い鳥 海老名市 東柏ヶ谷５－１２－１２ 田島　恭子 保管 犬、猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、リス インコ、オウム

180205 2008年11月26日 織田　和明 Ｃｈｉｔｏｓｅ　Ｋｉｙｏｋａｗａ　Ｄｏｇ　Ｆｉｅｌ

ｄ

愛甲郡清川村 煤ヶ谷４２２８－７ 織田　和明 販売 犬　５～１０頭/年

180206 2013年12月18日 露木　真紀子 犬の美容室 中郡大磯町 生沢１１ 露木　真紀子 保管 犬（５）、猫、小動物

180208 2009年01月07日 鈴木　久美 ＨＡＰＰＹ　ＴＡＩＬ（ハッピー　テール） 茅ヶ崎市 東海岸北５－６－１４ 鈴木　久美 保管 犬５頭／日

180209 2018年12月11日 金子　和弘 湘南犬舎 平塚市 東八幡３－１２－１２ 金子　和弘、金子　幸代 保管 猫５～１０頭

180210 2018年12月04日 板倉　令子 ドッグスクール　１１１９ 秦野市 寿町６－４－９０２ 板倉　令子 訓練 犬２頭／週

180211 2008年12月01日 有限会社さかい 代表取締役　酒井　俊輔 とかわ犬猫病院 秦野市 戸川４５２－６５ 酒井　俊輔 保管 犬　５/月、猫　３/月

180212 2018年11月30日 甘田　恵里子 ペットケア平塚 平塚市 河内４２９ 甘田　恵里子 保管 犬１０頭／月、猫２０頭／月、小動物５頭／月

180214 2018年12月14日 原　奈弓 のはら PetCareHouse 足柄下郡真鶴町 真鶴３１３ 原　奈弓 販売 犬猫10、うさぎ５、ハムスター５０、フェレット５

０、モルモット５０、その他小動物５０

インコ類１０、十姉妹フィンチ類１０、鶏１０ イグアナ３、とかげ５、亀（水・陸）５０

180215 2018年12月14日 一般社団法人アニプロ 代表理事　原　奈弓 一般社団法人アニプロ 足柄下郡真鶴町 真鶴３１３ 鈴木　香織 保管 犬、猫、うさぎ、ハムスター、フェレット、モル

モット、その他小動物

インコ類、十姉妹等フィンチ類、鶏 イグアナ、とかげ、亀（水・陸）

180216 2018年12月14日 一般社団法人アニプロ 代表理事　原　奈弓 一般社団法人アニプロ 足柄下郡真鶴町 真鶴３１３ 鈴木　香織 訓練 犬５、猫10

180217 2018年12月14日 一般社団法人アニプロ 代表理事　原　奈弓 一般社団法人アニプロ 足柄下郡真鶴町 真鶴３１３ 鈴木　香織 展示 犬、猫、うさぎ、ハムスター、フェレット、モル

モット、その他小動物

インコ類、十姉妹等フィンチ類、鶏 イグアナ、とかげ、亀（水・陸）

180218 2018年12月14日 一般社団法人アニプロ 代表理事　原　奈弓 一般社団法人アニプロ 足柄下郡真鶴町 真鶴３１３ 鈴木　香織 譲受飼養 犬１０、猫２０、うさぎ５、ハムスター５０、フェ

レット２、モルモット２、その他小動物２

インコ類２０、十姉妹等フィンチ類２０、鶏１０ イグアナ３、とかげ５、亀（水・陸）３０

180219 2018年12月17日 小坂　恵子 コサカ　ワンダーランド 綾瀬市 上土棚中６－７－５ 小坂　恵子 販売 犬４頭

180220 2014年01月21日 渡邊　美佐子 わんこといっしょ 三浦市 栄町２０－４０ 渡邊　美佐子 保管 犬、猫、小動物（１０頭/日）

180221 2014年01月21日 渡邊　美佐子 わんこといっしょ 三浦市 栄町２０－４０ 渡邊　美佐子 訓練 犬（１０頭/日）

180222 2018年12月10日 石川　和也 ストゥーパー 藤沢市 下土棚１０２６－１２ 石川　和也 訓練 猛禽類（タカ、ハヤブサ、フクロウ）

180223 2018年12月10日 鷹谷　真理 ゆめの森　Dog care salon Smile ＋（スマイルプラス） 伊勢原市 桜台１－２－７－４F 鷹谷　真理 保管 犬１０頭／日

180224 2013年12月12日 石川　善久 ドッグ・ワン 足柄下郡真鶴町 真鶴１８４４－６ 石川　善久 販売 犬・猫２～３頭/月

180225 2013年12月12日 石川　善久 ドッグ・ワン 足柄下郡真鶴町 真鶴１８４４－６ 石川　善久 保管 犬・猫９０頭/月

180227 2013年12月26日 千葉　れい子 こんにちは。わんにゃんシッターです。 厚木市 妻田南１－１９－２３ レジデンス中野１０３号 齋藤　実香、千葉　れい子 保管 犬（５）、猫（５）

180228 2013年12月26日 千葉　れい子 こんにちは。わんにゃんシッターです。 厚木市 妻田南１－１９－２３ レジデンス中野１０３号 齋藤　実香、千葉　れい子 訓練 犬（５）、猫（５）

180229 2018年12月20日 株式会社犬の家 代表取締役　福手　由美 ペットショップ犬の家＆猫の里小田原店 小田原市 新屋２５－１ 高田　智子 販売 犬45頭、猫10頭

180230 2018年12月20日 株式会社犬の家 代表取締役　福手　由美 ペットショップ犬の家＆猫の里小田原店 小田原市 新屋２５－１ 高田　智子 保管 犬１０頭／日

180232 2019年01月09日 酒井　正子 SOLEIL（ソレイユ） 小田原市 蓮正寺４７０－２７２ 酒井　正子 保管 犬（３頭/日）、猫（２頭/日） インコ、オウム（２回/月） カメ類、トカゲ類（１回/月）

180233 2019年01月09日 酒井　正子 SOLEIL（ソレイユ） 小田原市 蓮正寺４７０－２７２ 酒井　正子 訓練 犬（２頭/日）

180234 2019年01月11日 坂崎　弘美 坂崎ドッグスクール 平塚市 纒３２０－５ 坂崎　弘美 保管 犬３頭/日

180235 2008年12月26日 重田　美穂 Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ＭｏｃｈａっＦｕｋｕ 藤沢市 遠藤２７９７ 重田　美穂 保管 犬１頭/日

180236 2008年12月26日 重田　美穂 Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ＭｏｃｈａっＦｕｋｕ 藤沢市 遠藤２７９７ 重田　美穂 訓練 犬１頭/日

180238 2018年12月25日 新美　歌子 はっくるマム 藤沢市 片瀬４－１８－２４－４０１ 新美　歌子 保管 犬、猫（１～２頭/日）、小動物

180240 2009年01月08日 渡辺　佳美 Ｄｏｇ　Ｆｒｉｅｎｄ　デイジー 秦野市 堀山下１７４３－１ 渡辺　佳美 保管 犬（100頭/月）

180241 2019年01月09日 藤村　泰一 ふじむら犬と猫の病院 藤沢市 亀井野２－４８－６ 松本　美祐 保管 犬９頭/日、猫４頭/日

180242 2019年01月09日 手島　直樹 ＳＮＯＷ　ＣＲＹＳＴＡＬ　ＫＥＮＮＥＬ 秦野市 羽根１０５－１７ 手島　直樹 販売 犬(ボルゾイ２頭）

180243 2019年01月16日 今野　徳也 Talk動物病院 小田原市 高田２５３－１ 今野　徳也 保管 犬３０頭／月、猫１０頭／月

180244 2019年01月16日 かのこ環境プロデュース株式会社 代表取締役　神保　健次 かのこ環境プロデュース株式会社 三浦市 南下浦町金田３２７－２ 神保　健次 展示 馬１、ヤギ３、犬１ 鶏３

180245 2019年01月17日 西海　江美子 ニシウミファミリー 綾瀬市 深谷中２－２２－３２ 西海　江美子 販売 犬11頭（親犬）

180246 2019年01月18日 大石　波留美 ロイヤルホームセンター伊勢原店ペットショップ 伊勢原市 板戸８ 金子　小雪 販売 犬猫20頭 インコ、オウム30羽 カメ、ヤモリ、トカゲ、ヘビ10匹

180247 2019年01月18日 大石　波留美 ロイヤルホームセンター伊勢原店ペットショップ 伊勢原市 板戸８ 金子　小雪 保管 犬猫10頭、ハムスター5匹、小動物5匹/月 鳥５羽/月 トカゲ、カメ３匹/月

180248 2019年01月30日 株式会社　セシル 代表取締役　白井　久仁 ペッツセシリア綾瀬店 綾瀬市 深谷中１－１－１ 友松　彩 販売 犬猫48頭

180249 2019年01月30日 株式会社　セシル 代表取締役　白井　久仁 ペッツセシリア綾瀬店 綾瀬市 深谷中１－１－１ 友松　彩 保管 犬猫20頭／日

180250 2014年01月21日 入江　昭 千鳥園 三浦市 初声町入江２７３－３ 入江　昭 販売 うさぎ（６）、モルモット（２）、ハムスター

（20）、チンチラ（２）、デグー（３）

フィンチ（20）、大型インコ（１）、中型インコ

（15）、セキセイインコ（15）、カナリア（５）

トカゲ、カメ

180251 2014年01月21日 入江　昭 千鳥園 三浦市 初声町入江２７３－３ 入江　昭 保管 うさぎ、モルモット、ハムスター、チンチラ インコ、文鳥、十姉妹 カメ

180252 2014年01月17日 金子　恵美 ルシアンの家 中郡二宮町 中里９１１ 金目ビル２階 金子　恵美 保管 犬（２頭/日）

180253 2014年01月17日 金子　恵美 ルシアンの家 中郡二宮町 中里９１１ 金目ビル２階 金子　恵美 訓練 犬（４頭/日）

180255 2014年03月05日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ペテモ茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 茅ヶ崎２－７－７１ 太田　愛乃 保管 犬14頭／日　猫２頭／日

180256 2014年02月06日 大西　裕子 愛鳥育成園ことり～の 伊勢原市 笠窪４４９－３ 大西　裕子 販売 インコ（２羽）

180259 2019年02月08日 有限会社オーグ・うさぎのしっぽ 代表取締役　町田　修 うさぎのしっぽビナウォーク店 海老名市 中央１－４－１ ビナウォーク５番街３階 塩沢　紅葉 販売 うさぎ（２４頭）

180260 2019年02月28日 有限会社オーグ・うさぎのしっぽ 代表取締役　町田　修 うさぎのしっぽビナウォーク店 海老名市 中央１－４－１ ビナウォーク５番街３階 塩沢　紅葉 保管 うさぎ（9頭）
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第一種動物取扱業者登録簿（2023年3月31日現在）

180261 2019年02月05日 黒沼　智子 マーブルシッター 藤沢市 鵠沼海岸５－９－９ 黒沼　智子 保管 犬、猫、ウサギ、リス、フェレット（４頭/日）、預

かりは犬のみ（２頭/日）

インコ、文鳥、オウム、十姉妹（４羽/日） カメ（１匹/日）

180262 2019年01月29日 永𠮷　由美子 ドッグスクール永𠮷 愛甲郡愛川町 半原５７２９－１ 永𠮷　由美子 保管 犬（５頭/日）

180263 2019年01月29日 永𠮷　由美子 ドッグスクール永𠮷 愛甲郡愛川町 半原５７２９－１ 永𠮷　由美子 訓練 犬（５頭/日）

180264 2019年01月29日 藤井　美千子 いぬのしつけ　Ｓｍｉｌｅ　Ｄｏｇ　みち＆ラン 茅ヶ崎市 西久保１５０７－１ メゾンドモア１０２ 藤井　美千子 訓練 犬（７頭/日）

180265 2019年02月13日 柳　万理 WILLOW CREEK 逗子市 池子２－２４－２０ 柳　万理 貸出し 犬（２頭）

180266 2019年01月31日 志村　和美 ペットシッター　しっぽのおうち 茅ヶ崎市 今宿５６３ 志村　和美 保管 犬（３頭/日）

180267 2019年01月31日 今井　美香 ペットシッター　らさら 茅ヶ崎市 今宿７９１－３１ 今井　美香 保管 犬（３頭/日）

180268 2014年03月26日 前田　眞布由 ピーアンドビー（Ｐ＆Ｂ） 藤沢市 稲荷１－１１－１８ 前田　眞布由 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモット、リス インコ、文鳥、十姉妹、オウム カメ

180270 2019年01月29日 飯島　梨恵 Ｌｏｕｉｓ　Ｋ９　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ 藤沢市 城南３－３－８ テラスハウス湘南Ｅ 飯島　梨恵 保管 犬（１頭/日）

180271 2019年01月29日 飯島　梨恵 Ｌｏｕｉｓ　Ｋ９　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ 藤沢市 城南３－３－８ テラスハウス湘南Ｅ 飯島　梨恵 訓練 犬（７頭/日）

180272 2014年02月14日 米山　一人 ｗａｎ　ぴ～す 小田原市 久野２２２５－１３ 米山　三千代、米山　一人 保管 犬（４０頭／月）

180273 2019年02月19日 株式会社ニチイ学館 代表取締役　森　信介 株式会社ニチイ学館 平塚市 宝町３－１ 平塚ＭＮビル７Ｆ 浅野　ちはる 展示 犬（１頭）

180275 2009年02月17日 秋吉　洋典 猫のいる美容室　ＤＥＣＡ 厚木市 中町２－１３－１５　 ＳＣＥＮＥ／Ⅰ-201 秋吉　洋典 展示 猫(７）

180276 2009年03月13日 猪股　里枝 セブンカラーズ 逗子市 沼間６－１３－１９ 猪股　里枝 保管 犬　10頭

180277 2019年02月19日 福田　桜 ドッグベリー 大和市 中央林間３－１８－１３ 福田　桜 保管 犬（５頭/日）

180278 2009年02月20日 木畑　喜雄 エディーのドッグ・トレーニング・スクール 平塚市 南金目１８８８－４ 木畑　一代 訓練 犬（３頭/日）

180279 2019年03月04日 國嶋　聡美 for dogs 小田原市 久野１５４－６１ 國嶋　聡美 保管 犬、猫（３頭/日）

180280 2014年02月28日 タカショウ株式会社 代表取締役　佐藤　隆治 マルワン相模大塚店 大和市 上草柳１１２－１ （オリンピック内） 菊池　望夢 販売 犬（９頭）　猫（５匹）

180281 2014年02月28日 タカショウ株式会社 代表取締役　佐藤　隆治 マルワン相模大塚店 大和市 上草柳１１２－１ （オリンピック内） 菊池　望夢 保管 犬･猫（６頭）

180282 2009年03月09日 鎌田　裕子 ペットシッター・くらら 鎌倉市 大船６－１０－２４ 鎌田　裕子 保管 犬、猫（３～４頭/日）

180284 2009年03月03日 株式会社OHANAworks 代表取締役　塚越　篤 オハナ動物病院 鎌倉市 材木座１－１０－３ 塚越　京子 保管 犬、猫等(8頭/日） インコ等一般鳥類（１～２羽/日）

180285 2019年03月07日 岩城　めぐみ ペットスパサロン　アクアマリン 藤沢市 鵠沼海岸１－１４－２－１０２号 岩城　めぐみ 保管 犬、猫（100頭/月）

180286 2019年03月05日 中尾　裕子 ブロウド　ウェイ 足柄上郡開成町 吉田島９９５－３ 中尾　裕子 販売 犬（親犬７頭）

180287 2019年03月05日 中尾　裕子 ブロウド　ウェイ 足柄上郡開成町 吉田島９９５－３ 中尾　裕子 保管 犬（２頭/日）

180288 2019年03月08日 河田　恵美 メイグズパートナー 三浦市 初声町和田５８５ 河田　恵美 販売 親犬２頭

180289 2014年03月06日 佐藤　澄江 佐藤　澄江 伊勢原市 桜台１－１７－４ 佐藤　澄江 販売 犬（親１６頭）

180290 2009年03月11日 小泉　文子 Worldolk　〔文鳥専門・ワールドルク〕 伊勢原市 石田８９３－１ レクセルマンション愛甲石田第二４０３号室小泉　文子 販売 フィンチ類（10～20羽/年）

180291 2009年03月11日 小泉　文子 Worldolk　〔文鳥専門・ワールドルク〕 伊勢原市 石田８９３－１ レクセルマンション愛甲石田第二４０３号室小泉　文子 保管 フィンチ類（20羽/年）

180292 2019年03月15日 小酒部　恵理 ｗａｎｒｏｏｍｓ 茅ヶ崎市 美住町１８－４３ 小酒部　恵理 保管 犬１～２頭/日

180293 2019年03月12日 木村　圭一 ケーロック商会 足柄下郡湯河原町 宮下３４５－３９ 木村　圭一 販売 ハリネズミ（親２匹） ヘビ（親２匹）、トカゲ（親２匹）

180294 2019年03月05日 山上　こずえ dog works Hau 藤沢市 下土棚４２３－５ 山上　こずえ 保管 犬３～４頭/日

180295 2014年04月25日 斉藤　隆雄 ショウナンロフト 平塚市 土屋１３６２－１ 斉藤　隆雄 販売 鳩（６０羽）

180296 2009年03月03日 岡野　友美 Dog　Salon　Popolato 小田原市 蓮正寺１０４－６ 岡野　友美 保管 犬　５～８/日

180297 2019年03月19日 鈴木　陽子 わんこのホテル　Ｒｕ 南足柄市 内山７４９－６ 鈴木　陽子 保管 犬（10頭/日）

180299 2019年03月04日 木村　祐子 ペットシッター　Ｓｍｉｌｅｙ 藤沢市 本鵠沼３－７－１６ 木村　祐子 保管 犬、猫（３頭/日）

180300 2019年03月12日 小林　幸治 Ｓｉｒｉｕｓ 海老名市 本郷３６６８－１－１Ｆ 小林　幸治 販売 フクロモモンガ（10匹）、ミーアキャット（２

匹）、ウサギ（10匹）

フクロウ（２羽）、インコ（５羽） カメ（200匹）、トカゲ（100匹）、ヘビ（100

匹）

180301 2019年03月08日 井上　薫 ＺＡＫＵＲＢＯＲＤＥＲ（サクールボーダー） 藤沢市 大庭５４６３－８ 井上　薫 訓練 犬（20頭/月）

180302 2009年03月10日 曽根　真弓 ドッグサロン　チーク 座間市 栗原中央２－４－８ 曽根　真弓 保管 犬　（３頭/日）

180303 2014年03月14日 保田　千春 わんにゃん 美容 永遠 平塚市 公所２６６－６ 保田　千春 保管 犬、猫、ウサギ、モルモット（３～５頭/日）

180304 2019年03月15日 髙橋　福康 ドッグロケット 茅ヶ崎市 常磐町６－２９ 髙橋　福康 販売 犬猫（１～２頭/年）

180305 2019年03月15日 髙橋　福康 ドッグロケット 茅ヶ崎市 常磐町６－２９ 髙橋　福康 保管 犬猫（10～12頭/日）

180306 2019年03月28日 倉林　稔 LINA　TRIMMING　SALON（リナ　トリミング　サロ

ン）

藤沢市 柄沢２－５－１１ 倉林　絵里 保管 犬２頭/日

180307 2014年04月24日 森　千尋 湘南緑が浜動物病院 茅ヶ崎市 富士見町１６－１７ 森　千尋 保管 犬、猫（２～３頭）

180309 2009年04月16日 長谷川　和代 CATTERY BANBINA 茅ヶ崎市 赤松町８－５６ セルテシティオ湘南辻堂６０２ 長谷川　和代 販売 猫４　シャム（サイアミーズ）

180310 2019年03月25日 有限会社八重咲動物病院 代表取締役　酒井　秀夫 有限会社八重咲動物病院 平塚市 松風町４－１ 酒井　秀夫 保管 犬猫20頭/月

180311 2019年03月20日 バルティカス　由里子 ペットシッター　ナナ＆ミスティー 茅ヶ崎市 高田４－６－４８ バルティカス　由里子 保管 犬、猫、ウサギ（３頭/日）

180312 2019年03月20日 バルティカス　由里子 ペットシッター　ナナ＆ミスティー 茅ヶ崎市 高田４－６－４８ バルティカス　由里子 訓練 犬（３頭/月）

180313 2009年03月19日 有限会社オフィスWAN 取締役　中渡瀬　冨美子 有限会社オフィスWAN 逗子市 沼間３－１－１７ 中渡瀬　冨美子 保管 犬（10頭/日）

180314 2019年03月20日 夏目　真利子 Dog＆Cat　Charlie 小田原市 栄町１－８－１３ 夏目　真利子 訓練 犬、猫（50頭/月）

180315 2014年03月27日 小黒　義雄 ペットシッター　オグロ 藤沢市 下土棚４１７－２１ 小黒　義雄 保管 犬、猫、ウサギ、リス（2～3/日） カメ

180316 2019年04月11日 坂入　旭 ＳＨＡＬＡＮ動物病院 平塚市 富士見町１１－２４ 坂入　旭 保管 犬30頭/月、猫10匹/月

180318 2014年04月01日 渋谷　結香 linky 湘南 茅ヶ崎市 茅ヶ崎１１３８ 渋谷　結香 訓練 犬（３～５頭/日）

180319 2019年03月28日 宮地　幸枝 ペットシッター　プリン 鎌倉市 植木６９６－５ 宮地　幸枝 保管 犬、猫、ウサギ、小動物（15頭/日） 小鳥（15羽/日）

180320 2009年05月14日 大家　賢祐 おおいえ犬猫病院 鎌倉市 手広３－１－３３ 大家　賢祐 保管 犬４頭／日、猫４頭／日

180321 2019年04月11日 須田　亘星 CORN　BRED 平塚市 片岡４４－５ 須田　亘星 販売 ヘビ（140匹）

180322 2014年04月21日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス　海老名店 海老名市 中央１丁目１２－１　 大川　俊成 販売 犬（15頭）、猫（3頭）

180323 2015年03月30日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス　海老名店 海老名市 中央１丁目１２－１　 大川　俊成 保管 犬（３頭）、猫（１頭）

180324 2014年04月21日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス　海老名店 海老名市 中央１丁目１２－１　 大川　俊成 貸出し 犬（15頭）、猫（3頭）

180325 2009年05月22日 岩崎　一夫 アニマルワンダーランド 秦野市 名古木９６１ 福島　恵子 保管 犬、猫、ウサギ

180326 2009年05月22日 岩崎　一夫 アニマルワンダーランド 秦野市 名古木９６１ 福島　恵子 展示 ポニー、ヤギ、ウサギ、モルモット ガチョウ、チャボ カメ

190001 2014年04月09日 山下　俊一郎 ＤＯＧＧＹ　ＤＯＯ　（ドギードゥ） 鎌倉市 十二所２８７－１４ 山下　俊一郎 保管 犬（４頭／日）

190002 2014年04月10日 柴本　久美子 Ｌｏｖｅ　Ｃａｔ 平塚市 上吉沢２５１ 柴本　久美子 販売 猫（１０匹）

190003 2019年04月23日 本間　秋則 湘南彩萌庵 足柄下郡湯河原町 鍛冶屋５９３－３９ 湘南彩萌庵 本間　秋則 展示 犬4頭

190004 2019年04月19日 松嶋　なつき Ｗｉｚ．ｄｏｇ　Ｃｌｕｂ　厚木下荻野 中郡大磯町 高麗１－１１－７７ 松嶋　なつき 訓練 犬２～３頭/月

190005 2019年04月19日 佐藤　瞳 Y's　湘南　人と犬の快体院 藤沢市 辻堂東海岸４－３－２１ 佐藤　瞳 訓練 犬猫５頭/週

190007 2014年04月18日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモ海老名店 海老名市 中央１－１２－１ 志賀　亜紀 保管 犬（26頭）、猫（3頭）

190008 2009年05月14日 飯田　園子 ストロベリーフィールズ・フォー・キャッツ 鎌倉市 津１０６９－２７１ 飯田　園子 保管 猫５

190009 2019年04月24日 上野　由登 コサリーファーム 秦野市 堀山下１５５５ 上野　由登 展示 馬１０

190010 2019年04月24日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモ動物病院　テラスモール湘南 藤沢市 辻堂神台１－３－１ テラスモール湘南 磯辺　夏海 保管 犬６、猫４

190011 2019年04月19日 伊吹　政子 鵠沼ケンネル 藤沢市 鵠沼神明５－５－２０ 鵠ノ杜舎　椚1 伊吹　政子 保管 犬、猫、ウサギ１０/日 インコ、オウム

190012 2019年05月14日 原田　恵莉 Ｒ＆Ｓ 綾瀬市 深谷南３－１８－２５ 原田　恵莉 販売 犬１頭

190013 2019年04月24日 佐藤　貴代美 Dog salon pokapoka 足柄上郡中井町 北田４１８－１ 佐藤　貴代美 保管 犬（３０頭／月）

190014 2014年05月02日 長谷川　雄也 VERT 高座郡寒川町 一之宮１－１６－２６ 長谷川　雄也 保管 犬（１０頭）

190015 2019年04月23日 長澤　純子 シェリ　アンファン 綾瀬市 落合南４－２５－３７ 長澤　純子 保管 犬、猫、うさぎ、ハムスター、モルモット、チンチ

ラ、フェレット（３件/日）

インコ、オウム、文鳥、十姉妹、カナリア（３件/

日）

特定動物を除く爬虫類

190016 2019年05月09日 小杉　薰 Ｆｉｔ　Ｗａｎ 鎌倉市 手広４－４０－９ 小杉　薰 保管 犬１/日



登録番号 登録年月日 申請者 事業所の名称 所在地 動物取扱責任者 種別 動物種哺乳類 動物種鳥類 動物種爬虫類

第一種動物取扱業者登録簿（2023年3月31日現在）

190017 2019年05月16日 西垣　和子 愛犬のお散歩屋さん　㈱ＪＴＬ湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 中海岸４－１１－１３ 西垣　和子 保管 主に犬（最大保管数：大型犬５頭、中小型犬２０

頭）

190018 2019年05月16日 西垣　和子 愛犬のお散歩屋さん　㈱ＪＴＬ湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 中海岸４－１１－１３ 西垣　和子 訓練 主に犬（３頭/月）

190019 2009年05月20日 野﨑　順子 Pixy 厚木市 みはる野１－４６－１２ 野﨑　順子 保管 犬６頭/日

190020 2009年05月13日 秋山　隆宏 湘南藤沢ペットクリニック 藤沢市 藤が岡２－９－１４ パストラル藤沢１F 秋山　隆宏 保管 犬、猫、ウサギ（１頭/日） 文鳥、セキセイインコ（３羽/日）

190021 2014年05月21日 加藤　まゆみ Ｄｏｇ　ｓｈｏｐ　プロムナード 平塚市 中原１－２３－１８ リーフレット湘南１０３　１Ｆ店 加藤　まゆみ 保管 犬（１０頭／日）

190022 2014年05月21日 加藤　まゆみ Ｄｏｇ　ｓｈｏｐ　プロムナード 平塚市 中原１－２３－１８ リーフレット湘南１０３　１Ｆ店 加藤　まゆみ 訓練 犬（１０頭／日）

190023 2019年05月16日 守屋　敏子 守屋 茅ヶ崎市 東海岸南３－３－１６－２ 守屋　敏子 販売 アオジタトカゲ３、アルマジロトカゲ３、デプ

レッサーイワトカゲ２

190024 2014年06月11日 中村　直美 ペットシッター　ハッピーパウ 鎌倉市 岡本１－８－１０ 中村　直美 保管 犬、猫、ウサギ インコ、オウム カメ

190025 2009年05月26日 亀井　滝男 メリージョイ　ドッグ　フィールド 平塚市 下島６５５ 西元　集英 保管 犬５/日

190026 2019年05月13日 山腋　真 湘南ペットシッター　Robot　Food 藤沢市 鵠沼松が岡５－７－１ 山腋　真 保管 犬、猫、ウサギ４～５匹 インコ トカゲ、ヤモリ

190027 2019年05月17日 齋藤　雄太 Ｊｅｗｅｌｌ 愛甲郡愛川町 中津７２８８ 脇島ビル１０１ 齋藤　雄太 販売 ヘビ100匹、カメ300匹、トカゲ100匹、ワニ50

匹

190028 2019年05月21日 山岸　貴子 山岸 高座郡寒川町 岡田８－２４－２２ 山岸　貴子 販売 秋田犬２頭/年、マンチカン（猫３頭）

190029 2019年05月16日 小野　顕子 dog salon Daisy 藤沢市 辻堂西海岸１－７－２ 小野　顕子 保管 犬３頭/日

190031 2009年05月26日 有限会社アニイ動物病院 代表取締役　井村　尚康 (有)アニイ動物病院 小田原市 中曽根２３１－３ 井村　尚康 保管 犬、猫（計９頭）/日 小鳥（インコ、オウム類（３羽））/日

190032 2019年05月20日 小川　蘭 ポメラニアンハウス 小田原市 穴部２６５ 小川　蘭 販売 犬10頭

190033 2014年05月14日 田家　千香 ドッグハウスＣｉｃａ 藤沢市 石川５－２５－２９ 田家　千香 訓練 犬（４～５頭）

190034 2019年05月31日 小松　和香子 One For Rights Kamakura 鎌倉市 山崎３６２ 高橋　雅子 保管 犬５頭

190035 2019年05月31日 小松　和香子 One For Rights Kamakura 鎌倉市 山崎３６２ 高橋　雅子 訓練 犬５頭

190036 2014年05月19日 石原　里華 ROCK FIELD BENGALS 綾瀬市 綾西４－１１－１１ 石原　里華 販売 猫（２０匹）

190037 2014年05月29日 竹本　玖美 ペットシッター　Ｑｕｅｕｅ　くう 茅ヶ崎市 香川７－２－４３－２０１ 竹本　玖美 保管 犬、猫（１０頭/月）

190038 2009年06月19日 渡辺　香織 Cａｎｉｎｅ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　ｓｃｈｏｏｌ　

Ｄｏｇｇｙｆｉｅｌｄ

藤沢市 鵠沼海岸４－１９－４ 渡辺　香織 保管 犬（０～５頭／日）

190039 2009年06月19日 渡辺　香織 Cａｎｉｎｅ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　ｓｃｈｏｏｌ　

Ｄｏｇｇｙｆｉｅｌｄ

藤沢市 鵠沼海岸４－１９－４ 渡辺　香織 訓練 犬（０～５頭／日）

190040 2014年07月17日 泉沢　幾子 ふじさわアビアン・クリニック 藤沢市 鵠沼石上２－１－１３ ＡＣＥビルⅠ－２０１ 泉沢　幾子 保管 ウサギ、げっ歯類（15匹／月） オウム・インコ・フィンチ・キジ・ワシ・タカ目

190041 2019年05月28日 株式会社カインズ 代表取締役　高家　正行 エステカーサりんかんモール店 大和市 中央林間７－６－１ 武田　美優 保管 犬、猫　最大保管数14頭

190042 2019年06月11日 中山　友紀 イヌと暮らす 藤沢市 藤沢９９６－７ 中山　友紀 保管 犬（６～１０頭/日）

190043 2019年06月07日 寺井　理恵 Dog Salon Coo 秦野市 今泉１１２７－５４ 寺井　理恵 保管 犬（５頭/日）

190044 2014年05月27日 嶋本　いく子 Ｓｈａｋｅ　Ｐａｗｓ 藤沢市 辻堂東海岸２－９－１５ 嶋本　いく子 訓練 犬（３～15頭／日）

190045 2014年06月06日 楢山　文子 Aya Housecall Dog Grooming 三浦郡葉山町 堀内１１３－３ 楢山　文子 保管 犬（３頭/日）

190047 2019年06月14日 村岡　慎介 小田原レプタイルズ 小田原市 栄町４－８－３５ 村岡　慎介 販売 ヤモリ100匹

190048 2009年06月15日 大溝　妙子 OZ  style 藤沢市 鵠沼藤が谷３－８－２ 大溝　妙子　　 保管 犬（１～２頭/日）

190050 2019年06月24日 合同会社UMB 代表社員　古賀　宏明 合同会社UMB 藤沢市 鵠沼東３－１－４１２ 古賀　宏明 販売 フトアゴヒゲトカゲ２匹

190051 2014年07月04日 露木　明音 ａｍｉｇｏｓ　ｄｅｌ　ｐｅｒｒｏ 藤沢市 辻堂太平台２－８－１－４０１ 露木　明音 訓練 犬（３～４頭／日）

190052 2019年06月24日 西尾　恵子 ペットシッターまごころ 綾瀬市 落合北７－３－４６ 西尾　恵子 保管 犬、猫（２～３頭／日）

190053 2014年06月18日 Ｓｕｇaｒ　Ｆｌａｋｅ株式会社 代表取締役　田村　康 Ｄｏｇ　Ｔｒｉｍｍｉｎｇ　Ｒｏｏｍ　Ｗａｔａａｍｅ　

Ｃｌｕｂ

三浦郡葉山町 下山口１６９１－３ 田村　恵美子 保管 犬（３頭/日）

190055 2009年06月22日 平木　貴恵 平木　貴恵 藤沢市 辻堂東海岸３－８－２３ 平木　貴恵 訓練 犬　１０/月

190056 2019年07月03日 竹林　夏帆 nico smile 藤沢市 宮原３２４３－５ 竹林　夏帆 保管 犬、猫（３～１５頭／週）

190057 2019年06月19日 毛利　由美子 ペットシッター・もうり 藤沢市 鵠沼松が岡３－１５－１４ 毛利　由美子 保管 犬・ウサギ（2～3頭/月） インコ・文鳥・オウム・十姉妹など

190058 2009年07月10日 坂崎　弘美 坂崎ドッグスクール 平塚市 纒３２０－５ 坂崎　弘美 訓練 犬　１０頭/月

190059 2019年07月03日 猪俣　美歩 Bonny & D 藤沢市 鵠沼橘１－１２－８ 猪俣　美歩 保管 犬（４～５頭/日）

190060 2019年06月24日 秋場　惠美子 ちゃこはる1967 座間市 明王８－７ 秋場　惠美子 販売 猫（５～６匹）

190061 2019年07月09日 西井　理志 にしい動物クリニック 大和市 上和田１７７４－２０ 西井　理志 保管 犬・猫（10頭/月）

190062 2019年07月03日 平田　恵 平田　恵 小田原市 別堀１２３－１２ 平田　恵 保管 犬（２頭/月）

190063 2014年06月25日 松井　七緒美 Ｓｔｅｌｌａ 逗子市 桜山９－５－５ 松井　七緒美 保管 犬（３～４頭/日）

190064 2014年07月11日 有限会社　あやい動物病院 代表取締役　綾井　淳 あやい動物病院 鎌倉市 大船５－９－１４ 増田　泉 保管 犬、猫（最大16頭）

190065 2009年07月10日 牧田　亮介 ディスワン　湯河原店 足柄下郡湯河原町 吉浜１５７６－４７ エスポット湯河原店内 田村　美枝子 販売 犬（17）、猫（5）、ハムスター・ウサギ・モル

モット（30）

小鳥(10)

190066 2009年07月10日 牧田　亮介 ディスワン　湯河原店 足柄下郡湯河原町 吉浜１５７６－４７ エスポット湯河原店内 田村　美枝子 保管 犬(15)、猫(2)、ウサギ・モルモット・ハムスター 小鳥(3)

190067 2019年07月11日 清原　悦子 ペットケアまりん 秦野市 曽屋５５３－３ 清原　悦子 保管 犬、猫（６頭/月）

190069 2014年07月23日 中村　仁 ｃａｒｏ 大和市 福田１６０９ 中村　仁 保管 犬、猫、ウサギ、ネズミ（１０頭／月） インコ（１羽/３ヶ月）

190070 2009年07月08日 株式会社カワイパートナーズ 代表取締役　賢持　美輝　 ＰＥＴＰＬＥＸ（ペットプレックス) 藤沢市 鵠沼石上１－１０－１ イトーヨーカドー藤沢店６階 辻　慶子 販売 犬１５、猫10、ウサギ３、ハムスター10 鳥７

190071 2009年07月08日 株式会社カワイパートナーズ 代表取締役　賢持　美輝　 ＰＥＴＰＬＥＸ（ペットプレックス) 藤沢市 鵠沼石上１－１０－１ イトーヨーカドー藤沢店６階 辻　慶子 保管 犬１５、猫10、ウサギ３、ハムスター10 鳥７

190074 2014年08月29日 三浦　直希 いぬ吉 足柄上郡大井町 金手１１－７ 三浦　直希 保管 犬（８頭/日）

190075 2014年09月02日 府川　恵里香 とりみんぐ工房　犬屋 足柄上郡山北町 岸４８５－１ 府川　恵里香 保管 犬（５頭/日）

190076 2014年07月17日 濵崎　幸恵 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ｂｅａｃｈ 藤沢市 辻堂東海岸１－３－１５－２０１ 濵﨑　幸恵 保管 犬、猫（最大７頭）

190077 2019年07月29日 朝倉　隼人 湘にゃんカフェ 藤沢市 大庭５３３１－３ 朝倉　隼人、朝倉　しのぶ、朝倉　幸恵 展示 猫（８～１０頭）

190078 2009年07月22日 葛西　郷子 ドックサロン　シェリー 三浦郡葉山町 堀内６１２－４ 葛西　郷子 販売 犬（15頭/年）

190079 2014年08月28日 株式会社　アイビーウェルネスサービ

ス

代表取締役　宮澤　裕 アイビーペットクリニック 大和市 中央林間２－１３－１５ 宮澤　京子 保管 犬（11頭/日）、猫（６匹/日）

190080 2019年07月16日 甲田　和久 CALCITORAN　（マンチカンズ） 鎌倉市 雪ノ下１-６-２ ね小町ビル３F 甲田　和久 展示 猫（10頭）、犬（３頭）

190081 2019年08月07日 山本　義人 ケイト 厚木市 下荻野１３１５－３６ 山本　義人 販売 犬、秋田犬（２頭）

190082 2019年08月07日 山本　義人 ケイト 厚木市 下荻野１３１５－３６ 山本　義人 保管 犬、秋田犬（１～２頭）

190083 2014年09月05日 桒原　裕花 寒川北インター動物病院 高座郡寒川町 倉見１１８４－１ 桒原　裕花 保管 犬・猫（１４～１５頭/日）

190084 2009年08月25日 中島　光江 Ｄｏｇ　Ｂｅａｕｔｙ　ナカジマ 足柄上郡山北町 向原４０４２－３４ 中島　光江 保管 犬（２、３/日）

190085 2019年08月06日 松本　京子 Honey-PET 大和市 鶴間２－１２－４－４０８ 松本　京子 保管 犬・猫・ウサギ・ハムスター（１日３頭） インコ・文鳥（１日３羽）

190086 2019年08月01日 茂木　輝美 SILVANA DOG 小田原市 中里２７０ 茂木　輝美 保管 犬（２～３頭/日）

190087 2009年08月13日 北村　美香 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＡＴＬＡＮＴＩＳ 小田原市 栄町３－２１－４ 北村　勇樹 保管 犬、猫（８０～１００頭/月）

190088 2009年08月13日 北村　美香 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＡＴＬＡＮＴＩＳ 小田原市 栄町３－２１－４ 北村　勇樹 販売 犬（9～10頭/月）

190089 2019年08月06日 多田　亜矢 GRANNIR　KENNEL 秦野市 渋沢３－３８－１０ 多田　亜矢 販売 犬（４０頭）

190090 2019年08月06日 多田　亜矢 GRANNIR　KENNEL 秦野市 渋沢３－３８－１０ 多田　亜矢 保管 犬（１～５頭/月）

190091 2019年08月02日 株式会社　CAVER 代表取締役　関　翔馬 アリアスペットクリニック 平塚市 四之宮５－２８－１１ 別府　雅彦 保管 犬、猫

190093 2019年08月15日 熊倉　美奈 トリミングサロン　JUJU 逗子市 池子２－１１－４ 神武寺駅前店舗　１F 熊倉　美奈 保管 犬（２～３頭/日）

190094 2019年08月22日 平野　公彦 にゃん２ 逗子市 小坪１－２８－６ 平野　公彦 販売 猫（５５頭）
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190095 2019年08月26日 山中　真弓 湘南ペットサービス　Dog Salon Pinpine 茅ヶ崎市 香川６－８－４７ 山中　真弓 販売 犬（５頭）

190096 2019年08月26日 山中　真弓 湘南ペットサービス　Dog Salon Pinpine 茅ヶ崎市 香川６－８－４７ 山中　真弓 保管 犬（２頭/日）

190097 2014年09月10日 渋谷　裕子 ドッグサロンＳＫＹ　茅ヶ崎 茅ヶ崎市 十間坂１－１－２５－１０２ 渋谷　裕子 保管 犬（６頭／日）

190098 2019年08月26日 鈴木　弘美 Dog Life Support 雪桜絆 逗子市 沼間２－１８－５ 鈴木　弘美 訓練 犬（１０頭/月）

190099 2014年10月03日 矢敷　紗貴子 Ｆｏｒｅｓｔ 厚木市 愛名４１３－３ 矢敷　紗貴子 保管 犬（３頭/日）

190100 2014年08月22日 株式会社ワイイズム 代表取締役　吉村　優一郎 ホーストレッキングファーム　三浦海岸 三浦市 南下浦町上宮田１７５１－３ 小嶋　万博 展示 馬（１１）

190101 2019年09月03日 宮澤　愛子 ペットサポート愛 足柄下郡真鶴町 岩８３９-279 宮澤　愛子 保管 犬・猫・フェレット・ハムスター・ウサギ・リス

（５頭/月）

インコ・オウム・文鳥（５頭/月） トカゲ・カメ（５頭/月）

190102 2019年08月27日 長岡　秀明 ペットシッター　ゆりかご 伊勢原市 桜台５－１０－２５ グレースプラザ伊勢原１０１号 長岡　秀明 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット（３匹/１日）

190103 2009年09月14日 千田　久仁代 ｓｉｄｅ　ＷＡＮ　Ｈｏｕｓｅ 鎌倉市 山崎９７３－２－２０３ 千田　久仁代 訓練 犬（１～３頭）

190104 2009年09月14日 千田　久仁代 ｓｉｄｅ　ＷＡＮ　Ｈｏｕｓｅ 鎌倉市 山崎９７３－２－２０３ 千田　久仁代 保管 犬（１～３頭）

190105 2014年09月25日 株式会社動物総合医療センター 代表取締役　飯島　耕司 平塚動物総合医療センター 平塚市 代官町３３－１ ＯＳＣ湘南シティ２Ｆ 山口　葵 保管 犬、猫（６頭／日）、ウサギ（１羽／月） セキセイインコ（４羽/年）

190106 2014年09月25日 株式会社動物総合医療センター 代表取締役　飯島　耕司 平塚動物総合医療センター 平塚市 代官町３３－１ ＯＳＣ湘南シティ２Ｆ 山口　葵 訓練 犬、猫（６頭／日）

190107 2009年09月17日 山中　有紀 キャットシッター　あい 藤沢市 藤沢６８７－１－４０５ 山中　有紀 保管 猫（30～40頭/月）

190108 2014年09月19日 北村　智行 Ａｑｕａｓｈｏｐ　Ａｒｉｔｏ 大和市 上和田１８２３－１７ ファーム由松１０２号 北村　智行 販売 ハムスター（５） カメ（５）

190109 2019年09月06日 株式会社ホリコシ 代表取締役　堀越　憲 ビバペッツ　ディアフレンズ　小田原国府津店 小田原市 小八幡７７３－１ 後藤　純麗 販売 犬（１５）、猫（８）、ハムスター（８０）、モル

モット（４）、ハリネズミ（５）、ウサギ（１

５）、モモンガ（３）、フェレット（３）、その他

のげっ歯類（２０）

インコ（２０）、フィンチ（２０） カメ（２０）、ヤモリ（６）、トカゲ（１

５）、ヘビ（３）

190110 2019年09月06日 株式会社ホリコシ 代表取締役　堀越　憲 ビバペッツ　ディアフレンズ　小田原国府津店 小田原市 小八幡７７３－１ 後藤　純麗 保管 犬（１０）、猫（６）

190111 2019年09月05日 シッスルハウス株式会社 代表取締役　松本　和幸 シッスルドッグスクール 鎌倉市 大船１４２８ 松本　和幸 保管 犬（15～16頭/月）

190112 2019年09月05日 シッスルハウス株式会社 代表取締役　松本　和幸 シッスルドッグスクール 鎌倉市 大船１４２８ 松本　和幸 訓練 犬（15～16頭/月）

190113 2019年09月03日 後谷　京子 JOLCA 鎌倉市 材木座５－３－２６ 後谷　京子 保管 犬、猫（３頭/月）

190115 2009年09月28日 三上　章治 ケネルルーヴルジャパン 茅ヶ崎市 堤１９２８－６ 三上　章治 販売 犬（15頭/年）

190116 2019年09月24日 太田　広二 コータどうぶつ病院 藤沢市 湘南台５－２６－２ 太田　広二 保管 犬、猫（10頭/日）

190117 2019年10月17日 眞コーポレーション株式会社 代表取締役　柴田　恵子 犬舎　GOROMEI 秦野市 桜町２－２－１１－２ 柴田　恵子 販売 犬（10頭）

190118 2019年10月17日 眞コーポレーション株式会社 代表取締役　柴田　恵子 ドックセラピー湘南 秦野市 桜町２－２－１１－２ 柴田　恵子 保管 犬（15頭/月）

190119 2009年10月14日 甲斐　由夏 ＳＨＥＬＬＦＩＳＨ　ｄｏｇｓｅｒｖｉｃｅ 鎌倉市 七里ガ浜東２－２３－８ 甲斐　由夏 保管 犬（５頭/日）

190120 2014年10月24日 甲斐　由夏 ＳＨＥＬＬＦＩＳＨ　ｄｏｇｓｅｒｖｉｃｅ 鎌倉市 七里ガ浜東２－２３－８ 甲斐　由夏 訓練 犬（７～１０頭/月）

190124 2019年10月04日 首藤　いぶき うちの仔 南足柄市 関本５５３－３ 首藤　いぶき 保管 犬（20頭）、猫（10匹）

190125 2014年10月09日 新谷　涼 Ｄｏｇ’Ｓ 藤沢市 本町４－５－２３ 新谷　涼 保管 犬（８０～１００頭／月）

190126 2014年11月13日 城之内　浩幸 エヌワンエイト 平塚市 宝町５－２８ 城之内ビル４階 城之内　浩幸 保管 犬、猫、小動物（ウサギ、ハムスター、モルモッ

ト）６頭／日

190127 2014年11月11日 高崎　日出男 ＬＩＴＴＬＥ　ＡＮＧＥＬ 厚木市 小野３５２－３　松本方 松本　朗子 販売 犬（１０～１５頭）

190128 2019年10月18日 宇吹　美由花 ペットシッター　もみじ（PSK） 厚木市 まつかげ台４６－１２ 宇吹　美由花 保管 犬、猫（50頭/月）

190129 2019年10月21日 株式会社　ナチュラ動物病院 代表取締役　瀬戸　忠一 株式会社　ナチュラ動物病院 座間市 座間２-２６２ 瀬戸　忠一 保管 犬、猫（10頭/月）、ウサギ、ハムスター、フェレッ

ト（２～３頭/月）

セキセイインコ、文鳥（１～２羽/月）

190130 2019年10月01日 矢野　夏海 マキタケンネル 茅ヶ崎市 中海岸４－７－４０まつば荘２B 矢野　夏海 保管 犬（１０頭/月）

190131 2009年11月25日 高野　真知子 ドッグサロン　エミュー 茅ヶ崎市 みずき２－２１－１８ 高野　真知子 保管 犬（20頭/月）

190133 2014年10月22日 藤原　祐子 Ｐｅｒｏ 藤沢市 鵠沼桜が岡３－８－２６ 藤原　祐子 保管 犬（２頭/日）

190134 2014年10月22日 藤原　祐子 Ｐｅｒｏ 藤沢市 鵠沼桜が岡３－８－２６ 藤原　祐子 訓練 犬（２頭/月）

190135 2019年10月25日 株式会社アプルール 代表取締役　島田　啓史 ワンコのおうち　アプルール 秦野市 平沢３２１－１ 天水　真理子 保管 犬（20頭/日）

190136 2019年10月25日 株式会社アプルール 代表取締役　島田　啓史 ワンコのおうち　アプルール 秦野市 平沢３２１－１ 天水　真理子 訓練 犬（３頭/日）

190137 2019年10月25日 株式会社アプルール 代表取締役　島田　啓史 ワンコのおうち　アプルール 秦野市 平沢３２１－１ 天水　真理子 譲受飼養 犬（２頭/月）

190139 2019年10月31日 安田　さくら Pet House さくら 茅ヶ崎市 萩園２３９１－７ 安田　さくら 保管 犬（５頭/日）

190140 2019年10月24日 中村　宏章 中村　宏章 座間市 相模が丘１－３５－４ 中村　宏章 販売 マウス・ラット（20～30匹/月） ボールパイソン（４～５匹/月）

190141 2019年10月24日 中村　宏章 中村　宏章 座間市 相模が丘１－３５－４ 中村　宏章 保管 ボールパイソン（１～２匹/月）

190142 2019年10月24日 中村　宏章 中村　宏章 座間市 相模が丘１－３５－４ 中村　宏章 貸出し ボールパイソン（１匹/月）

190143 2014年11月06日 菊地　由里子 ペットケアサロン　ＡＲＩＡ 小田原市 栄町１－１６－１０ 松本ビル１Ｆ 菊地　由里子、菊地　将也 保管 犬、猫（５～７頭／日）

190144 2014年11月06日 菊地　由里子 ペットケアサロン　ＡＲＩＡ 小田原市 栄町１－１６－１０ 松本ビル１Ｆ 菊地　由里子 訓練 犬、猫（３～４頭／月）

190145 2019年10月31日 出海　宏平 いずみ愛犬訓練学校 茅ヶ崎市 芹沢８７６－４ 出海　宏平 販売 犬６頭

190146 2019年10月31日 出海　宏平 いずみ愛犬訓練学校 茅ヶ崎市 芹沢８７６－４ 出海　宏平 訓練 犬（預かりは約６頭）

190148 2009年11月05日 武田　繁幸 柄沢どうぶつ病院 藤沢市 並木台１－１－３０ 武田　裕子 保管 犬（２０頭/月）猫（５匹/月）

190149 2019年11月06日 小宮　博 ピーチスノウハウス 伊勢原市 伊勢原３－２５－３０ 小宮　由美 販売 犬（トイプードル）５匹

190150 2019年11月06日 小宮　博 ピーチスノウハウス 伊勢原市 伊勢原３－２５－３０ 小宮　由美 保管 犬　15頭/月

190151 2019年11月08日 江田　遥 DOG ＆ BABY 平塚市 北金目１－１－１７ 江田　遥 販売 犬（１０頭）

190152 2014年11月11日 中村　愛子 Dog's　ｓalon　flower 愛甲郡愛川町 三増１２７１ 中村　愛子 保管 犬（25頭/月）

190155 2014年12月25日 内田　哲郎 日本ペットシッターサービス　厚木店　わんつう 厚木市 上荻野２００３－３ 内田　哲郎 訓練 犬（５）、猫（５） インコ（５）、オウム（５）

190156 2014年11月05日 髙見　広海 ことりのおうち 藤沢市 高倉６４１－５ 髙見　広海 展示 インコ、オウム、文鳥（10～20羽）

190157 2019年11月11日 株式会社MOFF 代表取締役　矢口　宗平 コックンの別荘　海老名ビナウォーク店 海老名市 中央１－４－１ 岩田　真央 展示 猫（30）

190158 2019年11月21日 関口　ルミ Dog Family RYU-RU 海老名市 今里１－３－３２ 関口　ルミ 販売 犬５頭（ヨークシャーテリア）

190159 2019年11月13日 甲斐　由夏 SHELLFISH　dogservice 鎌倉市 七里ガ浜東２－２３－８ 甲斐　由夏 貸出し 犬（５頭/月）

190160 2019年11月13日 小関　治紀 R.B.ファーム 小田原市 早川３－１－４－１０５ 小関　治紀 販売 小動物（ハリネズミ、フクロモモンガ、マウス等）

10匹/月

インコ、フィンチ類等（10羽/月） ヘビ、トカゲ等（50匹/月）

190161 2009年11月27日 株式会社天成園 代表取締役　高橋　弘 株式会社天成園 足柄下郡箱根町 湯本６８２ 矢島　遥 保管 犬（30頭/月）

190162 2019年11月15日 株式会社VDT 代表取締役　豊田　陽一 サーカス動物病院 藤沢市 菖蒲沢９１０ 平塚　彰吾 保管 犬８頭、猫６頭

190164 2014年12月25日 相澤　政美 collet 茅ヶ崎市 香川４－３４－２９ 相澤　政美 保管 犬（２～３頭/月）

190165 2014年12月08日 首藤　真弓 ＢＲＡＶＯ　ＤＯＧ 鎌倉市 西御門１－１６－７ 首藤　真弓 保管 犬（３頭／日）

190166 2009年11月16日 鈴木　光之 ＫＩＴＴＹ　ＢＡＳＥ 秦野市 鶴巻２３０６－２ 鈴木　光之 販売 犬（２頭）、猫（５匹）

190167 2019年11月21日 湧田　南 出張トリミング　ruff-ruff 足柄下郡真鶴町 真鶴１２９２－４２ 湧田　南 保管 犬（50頭）

190168 2014年12月04日 株式会社カラーズ 代表取締役　伊東 竜太 ＧＲＥＥＮ　ＤＯＧ　湘南 藤沢市 辻堂元町６－２０－１ 湘南T－SITE１号館内 土屋　まどか 保管 犬（10～15頭／日）

190169 2014年12月09日 株式会社デンタルオレンジ 代表取締役　堀内　理恵 オレンジライフ湘南 平塚市 平塚１－５－１８ 堀内　章 保管 犬（30頭）

190170 2019年12月05日 諸星　令子 ペットショップ諸星 秦野市 渋沢１１３９－１１ 諸星　令子、諸星　和子 販売 犬５頭、ウサギ２羽、モルモット２匹 セキセイインコ８羽、文鳥６羽、十姉妹６羽、キ

ンカ鳥２羽、カナリヤ１羽

190171 2019年12月05日 諸星　令子 ペットショップ諸星 秦野市 渋沢１１３９－１１ 諸星　和子 保管 犬（２頭/日）

190172 2019年12月02日 今鉾　君雄 VOC外猫診療所 愛甲郡愛川町 田代１５９７－１ 今鉾　君雄 保管 犬１頭、猫３頭

190173 2019年12月11日 山﨑　真美子 DOG SALON Laugh Wan 藤沢市 鵠沼海岸２－１－１２ 山﨑　真美子 保管 犬（80頭/月）

190174 2019年12月16日 山田　利華 イヌノナル木 中郡大磯町 国府新宿５２８－７ 山田　利華 保管 犬、猫、げっ歯類（３頭/日）
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190175 2019年12月06日 山崎　良太郎 茅ヶ崎動物病院 茅ヶ崎市 浜須賀１－７ 中村　桜子 保管 犬（９）、猫（９）、ウサギ（４）、ハムスター

（４）、フェレット（４）、ハリネズミ（１）

インコ（４）、カナリア（４）、文鳥（１）

190176 2019年12月02日 井上　よしみ 湘南 Dog College 小田原市 南鴨宮３－１５－１ 堀口ビル１F 井上　よしみ 保管 犬、猫（５頭/日）

190177 2015年01月16日 佐藤　あい子 トリミングサロン　ｄｏｇｅａｒ 茅ヶ崎市 十間坂２－１－５０ 佐藤　あい子 保管 犬、猫（10頭）

190180 2014年12月12日 株式会社アンボンファミーユ 代表取締役　浜田　稔 ペットワールド綾瀬店 綾瀬市 深谷１７７７ 川口　裕太 販売 犬（20頭）猫（８頭）、ハムスター（10～20匹）、

ウサギ（２～３羽）

インコ類、文鳥（１～５羽） リクガメ（１～２匹）

190181 2014年12月12日 株式会社アンボンファミーユ 代表取締役　浜田　稔 ペットワールド綾瀬店 綾瀬市 深谷１７７７ 川口　裕太 保管 犬・猫（約10頭／日）

190182 2014年12月22日 髙橋　はるみ 特定非営利活動法人　梓山犬血統保存会 足柄下郡湯河原町 宮下７５２－８０ 髙橋　はるみ 販売 犬（１０頭／年）

190183 2019年12月20日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモどうぶつ医療センター相模原　サテライト座間 座間市 広野台２－１０－４ イオンモール座間　１F 児玉　美櫻 保管 犬、猫（25頭/月）

190184 2014年12月17日 藤田　瑞朗 １０１　ＦＡＭＩＬＹ　ＯＩＳＯ　ＪＰ 中郡大磯町 西小磯１５１４－５ 藤田　瑞朗 貸出し 犬（ダルメシアン・ダックス・ワイマラナー）14頭

190185 2019年12月20日 角谷　圭大 蛇造 南足柄市 和田河原３７９ 角谷　圭大 販売 ヘビ30匹

190186 2009年12月17日 藤巻　和三 ドッグサロン　ＶｉＶｉ 海老名市 本郷１１７７－２ 藤巻　真由美 保管 犬、猫（５頭）

190187 2014年12月22日 小山　まゆみ 犬のとこやさん　Ｂｏｗ　Ｂｏｗ 南足柄市 岩原４４２ 小山　まゆみ 保管 犬（２頭/日）

190188 2019年12月16日 ドッグパドル合同会社 代表社員　清峰　斉仁 hund hund 海老名市 東柏ヶ谷４－７－３ コンフォートさがみ野３０３ 清峰　斉仁 保管 犬（20頭/月）

190189 2019年12月16日 ドッグパドル合同会社 代表社員　清峰　斉仁 hund hund 海老名市 東柏ヶ谷４－７－３ コンフォートさがみ野３０３ 清峰　斉仁 訓練 犬（30頭/月）

190190 2014年12月26日 中野　理知子 CATTERY　EARTHWIND 厚木市 戸室１－７－３２ 中野　理知子 販売 猫（５匹）

190191 2015年01月08日 宮本　弘美 Ｄｏｇ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｍａｃｋｙ’ｓ 茅ヶ崎市 東海岸北４－１６－２ 宮本　弘美 保管 犬（３頭/日）

190192 2020年01月14日 佐藤　秀夫 子猫ブリーダーのお店　すこ 大和市 深見３８８６－１１ シャインヒル青木２０３ 佐藤　秀夫 販売 猫（10頭）

190193 2014年12月17日 岡﨑　里佳 ペットシッターハウスわん 藤沢市 本鵠沼５－１４－３９ 岡﨑　里佳 保管 犬（５）、猫（30）

190194 2010年02月09日 村山　健太 ＭＵＲＡＹＡＭＡ　ＤＯＧ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ　ＳＣＨ

ＯＯＬ

藤沢市 葛原１１９１－９ 村山　健太 訓練 犬（１０頭）

190195 2015年01月16日 株式会社アンジェス 代表取締役　朝岡　紀行 アンジェス動物病院 茅ヶ崎市 美住町１－３２ 朝岡　奈美 保管 犬（22）、猫（22）、フェレット（６）

190196 2010年02月18日 秦　典子 Ａ・Ｎ・Ｙ 藤沢市 弥勒寺３－５－２２ 秦　典子 保管 犬（３頭）

190197 2020年01月20日 原田　裕次 原田塾 平塚市 徳延３４１－３ 原田　裕次 販売 ビルマホシガメ（４匹）、フロリダハコガメ

（６匹）、モリイシガメ（３匹）、キボシイシ

ガメ（３匹）

190198 2019年12月25日 漉橋　明美 スマイルキャット葉山 三浦郡葉山町 長柄８－２ サンマリーナ葉山　B－２０１ 漉橋　明美 保管 犬、猫、ウサギ、リス（20） インコ、文鳥、オウム、十姉妹（10） カメ（10）

190199 2015年01月14日 森　光孝 トリミングサロン　Ｄｏｇ　ワン 秦野市 西大竹３０２－２０ 森　光孝 保管 犬（１０頭/月）

190200 2009年12月28日 松田　葉子 ＬＡ　ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ　ＫＥＮＮＥＬ 中郡二宮町 中里１４５８－１０ 松田　葉子 販売 犬（７頭）

190201 2009年12月28日 松田　葉子 ＬＡ　ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ　ＫＥＮＮＥＬ 中郡二宮町 中里１４５８－１０ 松田　葉子 保管 犬（１～２頭/月）

190202 2014年12月26日 杉山　邦夫 藤沢乗馬クラブ 藤沢市 善行５－１４－６ 杉山　邦夫 保管 馬（１５）

190203 2014年12月26日 杉山　邦夫 藤沢乗馬クラブ 藤沢市 善行５－１４－６ 杉山　邦夫 展示 馬（４５）

190204 2010年01月06日 鈴木　博子 Hｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄ 平塚市 北豊田５１３－１ 鈴木　一摩 販売 犬（20頭）（チワワ、トイプードル）

190205 2020年01月23日 瀬戸　淳一朗 PetLand Rigel 足柄上郡松田町 松田惣領５７６－５ 瀬戸　淳一朗 販売 フクロモモンガ（10匹） ヒョウモントカゲモドキ（90匹）、ボールパイ

ソン（50匹）

190208 2015年01月27日 落合　良信 ナデシコ湘南ＪＰ 平塚市 大神１６３５－１－７０１ 落合　良信 販売 犬（ミニチュアシュナウザー３頭）

190209 2015年01月08日 風岡　広美 ｓｍｉｌｅ　ｈｏｕｓｅ　姫 大和市 桜森２－１０－５ 風岡　広美 販売 犬親15頭

190210 2015年03月05日 中根　久美子 ハート 中郡大磯町 大磯１７０８－９ 中根　久美子 保管 犬・猫（10頭/月）

190211 2010年03月02日 加来　裕子 ＡＮＩＰＡＬ！ 茅ヶ崎市 芹沢１４３７－９ 加来　裕子 保管 犬（７～８頭）、猫（１～２頭）、ハムスター・ウ

サギ等小動物（３～４ケージ）

インコ（３ケージまで）

190212 2015年02月12日 菱田　愛美 いぬ国屋　移動美容室 茅ヶ崎市 浜之郷５２１－１０ 菱田　愛美 保管 犬（５頭/日）

190213 2020年01月15日 池田　和希 Chien content 座間市 広野台１－２４－２８ ファインスクェア座間広野台２０５ 池田　和希 訓練 犬（２頭/日）

190214 2015年01月22日 鈴木　裕子 キャスタートリミングスタジオ 茅ヶ崎市 浜竹１－３－１３ 鈴木　裕子 保管 犬（６頭／日）

190215 2020年01月31日 佐々木　美紀 わんこ倶楽部 茅ヶ崎市 緑が浜１０－２０ 佐々木　美紀 保管 犬（５頭／日）、猫（１頭／日）

190216 2015年01月29日 阿部　千春 阿部　千春 茅ヶ崎市 東海岸北４－９－４５ 阿部　千春 保管 猫（６頭／月）

190217 2020年01月31日 亀井　和宏 CHIRORU 茅ヶ崎市 中島１１６８ YSハイツ１０１ 亀井　和宏 販売 フクロモモンガ（10匹）、ハリネズミ（10匹） トカゲ（30匹）、カメ（10匹）、ヘビ(10匹）

190218 2010年03月03日 安藤　洋子 湘南ハッピー　にゃんず 藤沢市 本藤沢２－４－１０ 安藤　洋子 販売 猫（メインクーン6頭）

190219 2015年03月05日 塩澤　宏太 レップフィールド 中郡二宮町 山西２０７６－１ 塩澤　宏太 販売 ヘビ・トカゲ・ヤモリ（100匹）

190220 2010年01月25日 高橋　理佳 ＡＲＩＥＳ　Ｔ＆Ｒ 南足柄市 和田河原１２１６－１０ 高橋　理佳 販売 犬（ミニチュアダックスフント２頭、ゴールデン３

頭）

190221 2015年02月16日 上山　美穂 Ｂｌａｃｋ　Ｂｒｉａｒ 綾瀬市 深谷上８－１－２１ 上山　美穂 販売 猫（４匹）

190222 2015年02月10日 佐藤　美奈子 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｌａ　Ｋｕｌｅ´ａ 平塚市 中堂１７－９－１０１ 佐藤　美奈子 販売 犬（５頭/年）

190223 2020年02月12日 直井　博子 Happy bouquet 小田原市 扇町３－７－１４ 直井　博子 販売 犬（３頭）

190225 2015年03月17日 有限会社　アーバン企画 代表取締役　原田　安健 有限会社　アーバン企画　リンク動物病院 海老名市 河原口５－２－８ 原田　佳世乃 保管 犬（８）、猫（４）

190228 2020年02月17日 伊田　真里乃 さくら　DOG 小田原市 別堀８９－１１ 伊田　真里乃 販売 犬（15頭）

190231 2020年02月19日 伊原　光明 ikimonooki 茅ヶ崎市 浜竹４－２－１１ 伊原　光明 販売 パンケーキリクガメ（７）、チチュウカイリク

ガメ（２）、セオレガメ（６）

190232 2010年02月16日 本薗　夏子 Ｗａｇｇｙ　Ｔａｉｌｓ（ワギー　テイルズ） 茅ヶ崎市 新栄町３－１４－６ 本薗　夏子 保管 犬（３頭/日）

190233 2015年02月13日 鯰江　みき ワン　ＯＮ　ワン 海老名市 上郷１－１－１ 海老名マンション２０６ 鯰江　みき 保管 犬・猫（3～４頭/日）

190234 2020年02月17日 堀内　薫 １　DOG 大和市 桜森２－２７－１ 堀内　薫 販売 犬（３０頭）

190235 2020年02月17日 宮崎　美和子 ＭYどっく 座間市 ひばりが丘２－４０－７２ 宮崎　美和子 販売 犬（５頭）

190236 2015年02月04日 有限会社　テトラ犬猫病院 代表取締役　長岡　秀樹 テトラ犬猫病院 伊勢原市 沼目１－９４－１０ 長岡　菜保子 保管 犬、猫（27）

190237 2020年02月10日 松村　薫 wiru field　（うぃる　ふぃ～るど） 足柄上郡大井町 上大井３８５ 松村　薫 販売 犬（２～３頭/月）

190238 2015年03月13日 株式会社ベッツゲイスト 代表取締役　金子　泰広 アニマルクリニック　イスト 海老名市 柏ヶ谷６８２ 金子　泰広 保管 犬、猫（５～8頭/日）

190239 2015年03月13日 株式会社ベッツゲイスト 代表取締役　金子　泰広 さかみちペットサロン 海老名市 国分北１－２４－１４　２Ｆ 金子　涼子 保管 犬、猫（２～4頭／日）

190240 2020年02月19日 小林　和子 バウワウひらつか 平塚市 松風町１０－１２ 稲元屋ビル１F 小林　和子 保管 犬（４頭/日）

190241 2020年03月03日 勝田　明美 Little Friendｓ 綾瀬市 寺尾西２－３－３－１ 勝田　明美 販売 フクロモモンガ４頭

190242 2015年03月27日 有限会社　石川瓦店 代表取締役　石川　健作 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｐｌｕｎａ 藤沢市 城南１－５－２０ 石川　まなみ 保管 犬（７）、猫（３）、小動物（３）

190243 2020年03月02日 坂本　幸弘 わんちゃんの保育園　POMO 小田原市 鴨宮２５３－１０ ファーストビル３F 坂本　幸弘 保管 犬（20頭）

190244 2020年03月02日 坂本　幸弘 わんちゃんの保育園　POMO 小田原市 鴨宮２５３－１０ ファーストビル３F 坂本　幸弘 訓練 犬（20頭）

190245 2010年04月02日 小関　保 ドッグサロンクラップ 海老名市 門沢橋５－１４－５ 小関　保 保管 犬（４頭/日）

190246 2020年03月09日 奥　崇 m2rep 茅ヶ崎市 浜竹４－２－６６ 奥　崇 販売 ヤモリ50匹以下

190247 2020年03月06日 都久山　啓子 フーペッツ 三浦郡葉山町 一色１１８０－２ かやの木テラス五番館地下１階 都久山　啓子 保管 犬（４頭/日）

190248 2020年03月10日 竹渕　真由美 パレット 平塚市 東真土１－１０－２８ 竹渕　真由美 販売 猫（３匹）

190249 2020年03月10日 竹渕　真由美 パレット 平塚市 東真土１－１０－２８ 竹渕　真由美 保管 猫（１～２匹）

190250 2015年02月27日 株式会社ユアペティア 代表取締役　金澤　伸幸 ユアペティア平塚店 平塚市 代官町３３－１ 原田　翔太 保管 犬・猫（10頭／日）

190251 2015年02月27日 株式会社ユアペティア 代表取締役　金澤　伸幸 ユアペティア相模大塚店 大和市 上草柳１１２－１ 山崎　麻子 保管 犬・猫（６頭／日）

190252 2015年04月15日 田中　克實 阿夫利ロフト 伊勢原市 三ノ宮６７８ 田中　克實 販売 鳩（３０羽／年）
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190253 2020年02月26日 石村　由美子 ペットシッターSOS　海老名店 座間市 栗原中央１－５－８　２号 石村　由美子 保管 犬、猫（10頭/月）

190254 2015年02月23日 有限会社ワイズペットケア 代表取締役　山本　真朗 山本どうぶつ病院 秦野市 南矢名３－１８－２３ 山本　真朗 保管 犬・猫（１０頭／日）

190255 2015年02月20日 株式会社ユアペティア 代表取締役　金澤　伸幸 ユアペティア藤沢店 藤沢市 渡内１－３－１２ 松岡　夢乃 保管 犬・猫（５頭／日）

190256 2015年03月16日 若井　順一 ＰＥＴ＿ＫＩＴＡＫＡＭＡＫＵＲＡ 鎌倉市 台５－４－３４－１０８ 若井　順一 販売 ウロコインコ４羽

190257 2020年03月17日 株式会社　山崎屋 代表取締役　山崎　建造 湘南あそびマーレ 平塚市 代官町３３－１ OSC湘南シティC棟１階 小野　秀典 展示 うさぎ（ロップイヤーラビット・ミニウサギ）計７

羽

ひよこ　計50羽

190258 2020年03月17日 鈴木　光 Qoo 足柄上郡大井町 西大井６５２－１ 鈴木　光 販売 犬５頭

190259 2020年03月17日 杉浦　りか ドッグケアサロン　ROBINSUE 中郡大磯町 国府本郷270-1-1-B 杉浦　りか 保管 犬５頭/日

190260 2015年03月05日 杉山　真弓 ＣＡＴ’ｓ 小田原市 成田１４０－７ 杉山　真弓 販売 猫（２）

190261 2020年03月04日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　湘南平塚店 平塚市 田村５－３－６ 髙橋　かほる 訓練 犬（10頭/日）

190262 2020年03月04日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 株式会社ホームセンターバローペットフォレスト小田原

店

小田原市 中里３１３－１２ 飯塚　香澄 訓練 犬（20頭/日）

190264 2015年03月27日 株式会社アンビシャス 代表取締役　佐藤　直己 猫カフェ　にゃんくる　鎌倉店 鎌倉市 小町２－１－２１ 原ビル２Ｆ 野平　香奈 展示 猫（３０頭）

190265 2020年03月24日 向島　久雄 ATSUGIライディングクラブ 厚木市 下荻野７８９－３ 向島　奈緒 販売 馬（１頭/年）

190266 2020年03月24日 向島　久雄 ATSUGIライディングクラブ 厚木市 下荻野７８９－３ 向島　奈緒 保管 馬（20頭）

190267 2020年03月24日 向島　久雄 ATSUGIライディングクラブ 厚木市 下荻野７８９－３ 向島　奈緒 貸出し 馬（１頭）

190268 2020年03月24日 向島　久雄 ATSUGIライディングクラブ 厚木市 下荻野７８９－３ 向島　奈緒 訓練 馬（20頭）

190269 2020年03月24日 向島　久雄 ATSUGIライディングクラブ 厚木市 下荻野７８９－３ 向島　奈緒 展示 馬（５頭）

190270 2020年03月23日 市村　広子 Blue Bird Advocacy（ブルーバード　アドボカシー） 伊勢原市 伊勢原４－６６１－１０ 市村　広子 販売 インコ、オウム、フィンチ（10羽）

190271 2020年03月23日 市村　広子 Blue Bird Advocacy（ブルーバード　アドボカシー） 伊勢原市 伊勢原４－６６１－１０ 市村　広子 保管 犬（３～４頭/月）、猫（３～４頭/月）、うさぎ、

ハムスター（３～４頭/月）

インコ、オウム、フィンチ（30羽/月） トカゲ、ヘビ（３～４匹/月）

190272 2020年03月23日 市村　広子 Blue Bird Advocacy（ブルーバード　アドボカシー） 伊勢原市 伊勢原４－６６１－１０ 市村　広子 貸出し セキセイインコ（12羽）

190273 2020年03月23日 市村　広子 Blue Bird Advocacy（ブルーバード　アドボカシー） 伊勢原市 伊勢原４－６６１－１０ 市村　広子 訓練 インコ、オウム、フィンチ（10羽）

190274 2020年03月23日 市村　広子 Blue Bird Advocacy（ブルーバード　アドボカシー） 伊勢原市 伊勢原４－６６１－１０ 市村　広子 展示 犬（５）、ねこ（５）、うさぎ（５） インコ、オウム、フィンチ（３０） トカゲ、ヘビ（５）

190275 2020年03月23日 市村　広子 Blue Bird Advocacy（ブルーバード　アドボカシー） 伊勢原市 伊勢原４－６６１－１０ 市村　広子 譲受飼養 インコ、オウム、フィンチ、ニワトリ、アヒル

（５羽/月）

190276 2020年03月13日 株式会社Coo&RIKU東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップCoo＆RIKU　小田原店 小田原市 成田４６６－３ 小川　亜也 販売 犬（60頭）、猫（15頭）

190277 2020年03月13日 株式会社Coo&RIKU東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップCoo＆RIKU　小田原店 小田原市 成田４６６－３ 小川　亜也 保管 犬（18頭）、猫（３頭）

190278 2020年03月13日 株式会社Coo&RIKU東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップCoo＆RIKU　小田原店 小田原市 成田４６６－３ 小川　亜也 展示 猫（１０頭）

190279 2020年03月06日 横溝　絵理 Rocky's home 平塚市 黒部丘２６－１５　A１０２ 横溝　絵理 保管 犬、猫（２～３頭/日）

190280 2015年03月17日 熊谷　肇 くまの犬猫病院 座間市 ひばりが丘４－１－５ 熊谷　肇 保管 犬・猫(最大12頭）

190281 2015年03月31日 有限会社　うちだベテリナリー 代表取締役　内田　達夫 うちだ動物病院 足柄上郡大井町 金子１４９－１ 髙橋　由香里 保管 犬　猫（１５頭/日）、ウサギ、フェレット（10頭/

年）

190282 2020年03月24日 横尾　真季里 犬の美容室　MAKIRIKO 足柄上郡中井町 井ノ口２４１２－３３ 横尾　真季里 保管 犬　月に８頭

190283 2010年04月08日 太田　展子 チャロ 平塚市 東真土４－１８－１６ 太田　展子 保管 犬、猫（２頭/日）

190284 2010年04月08日 太田　展子 チャロ 平塚市 東真土４－１８－１６ 太田　展子 訓練 犬、猫（１頭/日）

190285 2015年03月10日 山田　達法 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ｗａｃｈｏｌａｂ　ｖｉｌｌａｇ

ｅ

藤沢市 本藤沢２－１４－４ 山田　達法 保管 犬（４頭/日）

190286 2020年03月24日 巌　一葉 ドッグサロン　ワンリーフ 大和市 南林間５－１２－３ 巌　一葉 保管 犬（５頭以下）

190287 2020年03月27日 伊藤　利江 Ｋ．I． 愛甲郡愛川町 半原２８２３－２ 伊藤　利江 販売 犬（10頭）、ウサギ（４頭） カメ、トカゲ（10匹）

190288 2010年04月08日 エスピーシーエス株式会社 代表取締役　冨田　真由紀 エスピーシーエス株式会社　本社 茅ヶ崎市 浜竹１－１０－２９ 冨田　瑠璃 販売 インコ・オウム類（150羽）

190289 2010年04月08日 エスピーシーエス株式会社 代表取締役　冨田　真由紀 エスピーシーエス株式会社　本社 茅ヶ崎市 浜竹１－１０－２９ 冨田　瑠璃 保管 インコ・オウム類（150羽）

190290 2020年03月27日 エスピーシーエス株式会社 代表取締役　冨田　真由紀 エスピーシーエス株式会社　BBプラザ 茅ヶ崎市 松浪１－８－８－１０２ 冨田　均 販売 インコ・オウム類（10羽）、フィンチ類（10羽）

190291 2020年03月17日 鈴木　光 Qoo 足柄上郡大井町 西大井６５２－１ 鈴木　光 保管 犬（５頭）

190292 2010年04月30日 土屋　紀子 ドッグサロン　シードリーム（Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｓ

ｅａ　Ｄｒｅａｍ）

綾瀬市 早川城山３－６－１１ 土屋　紀子 保管 犬（４頭/日）

190293 2015年03月20日 篠山　恭子 D's Dog 藤沢市 亀井野３７６－２１－１０２ 篠山　恭子 保管 犬・猫（４～５頭/日）

190294 2020年03月27日 釜田　肇 こもれびペットクリニック 海老名市 杉久保北４－３－１１ 釜田　肇 保管 犬（８頭）、猫（６頭）

190295 2020年03月17日 坂本　理恵 坂本　理恵 藤沢市 宮原１２３２－５ 坂本　理恵 保管 犬（20頭/月）

190296 2020年03月17日 坂本　理恵 坂本　理恵 藤沢市 宮原１２３２－５ 坂本　理恵 訓練 犬（10頭/月）

190297 2015年03月25日 佐々木　彩 ＤＯＧ　ｓａｌｏｎ　ｎｉｎｅ 三浦郡葉山町 一色９４３－１ アトリエハヤマＡ－２－１ 佐々木　彩 保管 犬（５）、猫（１）

190298 2015年04月15日 木嶋　美香 いぬのおうち　Ｏｎｅ 秦野市 寿町６－１９ みどりやビル１Ｆ 山口　初允 保管 犬（３頭/日）

190299 2020年03月31日 有限会社　うちだベテリナリー 代表取締役　内田　達夫 うちだ動物病院 足柄上郡大井町 金子１４９－１ 髙橋　由香里 訓練 犬（５頭/週）

190300 2020年03月31日 清水　正寿 Cumberland Dog's 南足柄市 三竹１３０－１０ 清水　正寿 販売 犬（10頭）

190301 2015年04月17日 福田　かおり トリミングサロン　カニッシュ 鎌倉市 岡本７４０－１ 福田　かおり 保管 犬（３頭／日）

190302 2020年03月31日 伊礼　博美 Dog　march 秦野市 尾尻３６３－６ 伊礼　博美 保管 犬（３頭/月）

190303 2010年05月17日 松下　惠子 キャットシッター　ねこはぴ 逗子市 久木２－４－４６ 松下　惠子 保管 犬・猫（10頭/週） カメ（１匹）

190304 2020年03月24日 里見　辰彦 ペットシッター　I　do（アイドゥ） 茅ヶ崎市 甘沼２００－１－１５１４ ヴィスタヒル 里見　辰彦 保管 犬・猫（15頭/週）

190307 2020年04月08日 石塚　安重 星亀屋 大和市 上草柳１－４－２３ 石塚　安重 販売 インドホシガメ　10匹

190308 2020年03月27日 金子　聖美 Precious　Doggie 小田原市 寿町５－１０－１０ 杉本ハイツ２０２ 金子　聖美 訓練 犬（５頭）

190309 2010年04月02日 吉原　正仁 吉原　正仁（ジーズジー） 藤沢市 下土棚２６３－２ 吉原　正仁 保管 犬、猫（３頭）

190310 2020年04月08日 吉原　正仁 吉原　正仁（ジーズジー） 藤沢市 下土棚２６３－２ 吉原　正仁 訓練 犬、猫（３頭）

190311 2020年04月06日 有限会社　菊地商事 代表取締役　奥津　久史 きくちペット　湘南平塚店 平塚市 大神１７８６ 青木　宮子 販売 犬、猫（計40頭/月）

190312 2020年04月06日 有限会社　菊地商事 代表取締役　奥津　久史 きくちペット　湘南平塚店 平塚市 大神１７８６ 青木　宮子 保管 犬、猫（計40頭/月）

190313 2020年05月12日 株式会社ホーストピアン 代表取締役　武重　幸喜 ホーストピア平塚 平塚市 土屋２４４９－７ 武重　由理 販売 馬６頭

190314 2020年05月12日 株式会社ホーストピアン 代表取締役　武重　幸喜 ホーストピア平塚 平塚市 土屋２４４９－７ 武重　由理 保管 馬６頭

190315 2020年05月12日 株式会社ホーストピアン 代表取締役　武重　幸喜 ホーストピア平塚 平塚市 土屋２４４９－７ 武重　由理 貸出し 馬６頭

190316 2020年05月12日 株式会社ホーストピアン 代表取締役　武重　幸喜 ホーストピア平塚 平塚市 土屋２４４９－７ 武重　由理 展示 馬６頭

190317 2010年04月20日 川畑　隆司 ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ｄｏｇ’ｓ 綾瀬市 深谷南４－７－３５ 川畑　友貴 販売 犬（５頭）（ヨークシャーテリア）

190318 2010年04月20日 川畑　隆司 ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ｄｏｇ’ｓ 綾瀬市 深谷南４－７－３５ 川畑　友貴 保管 犬（１～２頭/日）

190319 2020年04月16日 杉山　壽 Little Bee 愛甲郡愛川町 半原４１３５－１ 杉山　壽 販売 犬５頭、猫40頭

190320 2020年04月16日 杉山　壽 Little Bee 愛甲郡愛川町 半原４１３５－１ 杉山　壽 保管 犬５頭、猫40頭

190321 2020年04月16日 杉山　壽 Little Bee 愛甲郡愛川町 半原４１３５－１ 杉山　壽 貸出し 犬５頭、猫40頭

190322 2020年04月16日 杉山　壽 Little Bee 愛甲郡愛川町 半原４１３５－１ 杉山　壽 展示 犬５頭、猫40頭

190323 2020年04月21日 山中　義男 スマイル・グライダー 足柄上郡松田町 松田庶子２１３３－１２０ 山中　義男、山中　慶子 販売 フクロモモンガ（７０匹）
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190324 2020年04月21日 山中　義男 スマイル・グライダー 足柄上郡松田町 松田庶子２１３３－１２０ 山中　義男、山中　慶子 保管 フクロモモンガ（１０匹）

200001 2020年04月22日 髙橋　由貴子 cawaiicat 茅ヶ崎市 東海岸南１－１０－２３ 髙橋　由貴子、髙橋　啓史 保管 猫10匹/年

200002 2020年04月22日 髙橋　由貴子 cawaiicat 茅ヶ崎市 東海岸南１－１０－２３ 髙橋　由貴子、髙橋　啓史 貸出し 猫10匹/年

200003 2020年04月22日 髙橋　由貴子 cawaiicat 茅ヶ崎市 東海岸南１－１０－２３ 髙橋　由貴子、髙橋　啓史 展示 猫10匹/年

200004 2020年04月08日 瀧　たつ代 Sweet pami 大和市 桜森１－６－１５ アノンテラス大和１F 瀧　たつ代 販売 猫（１２頭）サイベリアン

200005 2020年05月12日 株式会社MOFF 代表取締役　矢口　宗平 Moff animal cafe 小田原ダイナシティ店 小田原市 中里２０８ ダイナシティウエスト４階S４０１Moff animal cafe宮下　真実 販売 モルモット（15）、ウサギ(10）、ハリネズミ

（5）、ネズミ（30）、犬（１）、ヤギ（3）、ヒツ

ジ（3）

ヒヨコ（99）、フィンチ(10）、インコ（20）、

ハト（5）、フクロウ（6）

リクガメ（5）、トカゲ（10）、ヘビ（5）

200006 2020年05月12日 株式会社MOFF 代表取締役　矢口　宗平 Moff animal cafe 小田原ダイナシティ店 小田原市 中里２０８ ダイナシティウエスト４階S４０１Moff animal cafe宮下　真実 保管 モルモット（15）、ウサギ(10）、ハリネズミ

（5）、ネズミ（30）、犬（１）、ヤギ（3）、ヒツ

ジ（3）

ヒヨコ（99）、フィンチ(10）、インコ（20）、

ハト（5）、フクロウ（6）

リクガメ（5）、トカゲ（10）、ヘビ（5）

200007 2020年05月12日 株式会社MOFF 代表取締役　矢口　宗平 Moff animal cafe 小田原ダイナシティ店 小田原市 中里２０８ ダイナシティウエスト４階S４０１Moff animal cafe宮下　真実 貸出し モルモット（15）、ウサギ(10）、ハリネズミ

（5）、ネズミ（30）、犬（１）、ヤギ（3）、ヒツ

ジ（3）

ヒヨコ（99）、フィンチ(10）、インコ（20）、

ハト（5）、フクロウ（6）

リクガメ（5）、トカゲ（10）、ヘビ（5）

200008 2020年05月12日 株式会社MOFF 代表取締役　矢口　宗平 Moff animal cafe 小田原ダイナシティ店 小田原市 中里２０８ ダイナシティウエスト４階S４０１Moff animal cafe宮下　真実 展示 モルモット（15）、ウサギ(10）、ハリネズミ

（5）、ネズミ（30）、犬（１）、ヤギ（3）、ヒツ

ジ（3）

ヒヨコ（99）、フィンチ(10）、インコ（20）、

ハト（5）、フクロウ（6）

リクガメ（5）、トカゲ（10）、ヘビ（5）

200009 2015年05月07日 三浦　真理 Ｃａｔｔｅｒｙ　Ｙａｍａｚａｋｕｒａ（キャッテリー　

山桜）

鎌倉市 鎌倉山２－２３－９ 三浦　真理 販売 猫（メインクーン、25頭）

200010 2020年04月30日 三井　敏子 ドックサロン　ワンコダフル 茅ヶ崎市 中海岸２－１－１５ 三井　敏子 保管 犬（６０頭）

200011 2020年04月27日 永吉　恵 わんこのおうちホテル　Dacco 小田原市 荻窪５５６－５ 永吉　恵 保管 犬（３頭）

200012 2020年04月16日 岡本　佳子 Potate ハ やさい 高座郡寒川町 倉見１７３８－８ 岡本　佳子 保管 犬（３～５頭）、猫（３～５頭）、うさぎ、小動物 小鳥類 トカゲ、ヤモリ、ヘビ

200013 2020年04月16日 岡本　佳子 Potate ハ やさい 高座郡寒川町 倉見１７３８－８ 岡本　佳子 訓練 犬（３～５頭）、猫（３～５頭）、うさぎ、小動物 インコ、小鳥類 トカゲ、ヤモリ、ヘビ

200014 2020年04月15日 株式会社E．P．L 代表取締役　氏家　弘子 株式会社E．P．L 愛甲郡愛川町 半原４５９－１ 氏家　朋美 販売 犬（１００頭）

200015 2020年04月15日 株式会社E．P．L 代表取締役　氏家　弘子 株式会社E．P．L 愛甲郡愛川町 半原４５９－１ 氏家　朋美 保管 犬（１００頭）

200016 2020年04月15日 株式会社E．P．L 代表取締役　氏家　弘子 株式会社E．P．L 愛甲郡愛川町 半原４５９－１ 氏家　朋美 訓練 犬（１００頭）

200017 2020年04月15日 株式会社ウィング 代表取締役　三橋　巌根 ビバペッツ座間店 座間市 東原１－１３－１ スーパービバホーム座間店内 臼井　理沙 販売 子犬（５頭）、子猫（７頭）、ハムスター（10

頭）、ウサギ（３頭）、デグーマウス（１頭）

インコ、フィンチ類等（８羽） トカゲ（４頭）、ヘビ（１頭）

200018 2020年04月15日 株式会社ウィング 代表取締役　三橋　巌根 ビバペッツ座間店 座間市 東原１－１３－１ スーパービバホーム座間店内 臼井　理沙 保管 子犬（５頭）、子猫（７頭）、ハムスター（10

頭）、ウサギ（３頭）、デグーマウス（１頭）

インコ、フィンチ類等（８羽） トカゲ（４頭）、ヘビ（１頭）

200019 2020年04月22日 有限会社　ジファード 取締役　武岡　史樹 ペットのお風呂やさんロビン　大和店 大和市 大和南１－１６－２３ ヤマトファミリア１Ｆ 落合　陽子 保管 犬（20）猫（6）

200020 2015年04月20日 有限会社　足立動物病院 取締役　足立　衛紀 足立どうぶつ病院 小田原市 上新田１４ 工藤　英里奈 保管 犬、猫（８～10頭／日）

200021 2020年04月27日 本田　美穂 トリミング サロン an 平塚市 大原３－４５ 本田　美穂 保管 犬（20頭/月）

200022 2010年04月15日 関根　恵美子 ＭＩＮＴ　Ｐａｗｓ　Ｇａｒｄｅｎ（ミント　ポーズ　

ガーデン）

藤沢市 辻堂新町１－１８－３ 関根　恵美子 訓練 犬（１頭/日）

200023 2020年04月16日 陶山　菜々子 ドッグトレーニング Nana no moe 秦野市 北矢名５２５－６ 陶山　菜々子 訓練 犬（５頭/日）

200024 2015年04月15日 山形　幸一郎 チッチ 伊勢原市 東成瀬７－４ 山形　幸一郎 販売 十姉妹（40）

200025 2015年04月23日 高橋　典子 Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｓｈｏｎａｎ 茅ヶ崎市 浜竹４－１－１９ 高橋　典子 販売 犬（２頭）

200026 2015年06月01日 伊桜　大介 ロフト伊桜 足柄下郡真鶴町 岩９１０－３５ 伊桜　大介 販売 鳩（50羽）

200027 2020年04月22日 甲田　和久 CALCITORAN　（マンチカンズ） 鎌倉市 雪ノ下１-６-２ ね小町ビル３F 甲田　和久 販売 猫（９頭）

200028 2020年05月01日 伊原　光明 ikimonooki 茅ヶ崎市 浜竹４－２－１１ 伊原　光明 保管 パンケーキリクガメ（７）、チチュウカイリク

ガメ（２）、セオレガメ（６）

200029 2020年05月01日 伊原　光明 ikimonooki 茅ヶ崎市 浜竹４－２－１１ 伊原　光明 貸出し パンケーキリクガメ（７）、チチュウカイリク

ガメ（２）、セオレガメ（６）

200030 2020年04月22日 佐々木　美穂 Little Angel 大和市 深見東２－２－１２－６ 佐々木　美穂 販売 犬（チワワ）常時10頭未満

200031 2015年04月22日 加藤　香織 ミルキー　ツー 高座郡寒川町 大曲１－４－２４ 加藤　香織 販売 フクロモモンガ（１４匹）

200032 2010年06月01日 かねだい伊勢原株式会社 代表取締役　小貫　聡 かねだい伊勢原店 伊勢原市 白根２５１－１ 小貫　聡 販売 犬、猫、ウサギ、ハムスター、チンチラ等（３０

匹）

インコ、文鳥、フクロウ等（２０羽） カメ、ヤモリ、トカゲ、ヘビ等（１００匹）

200033 2011年01月17日 かねだい伊勢原株式会社 代表取締役　小貫　聡 かねだい伊勢原店 伊勢原市 白根２５１－１ 小貫　聡 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター等（１５頭） インコ、オウム（５羽） カメ、トカゲ（２匹）

200034 2020年05月14日 五味　良太 南大和どうぶつ病院 大和市 渋谷４－６－１ アルコバレーノ１F 五味　良太 保管 犬、猫（１０頭／月）

200035 2020年05月15日 有限会社　真祥 代表取締役　工藤　哲人　　Dog salon バティーROVA 平塚市 見附町９－７ 工藤　さゆり 保管 犬（１頭/日）

200036 2010年04月26日 間瀬　均 ませ動物病院 平塚市 万田１９０－１ Ｍ－Ｆｌａｔ 間瀬　均 保管 犬、猫、ウサギ（24頭／日） 小型鳥類（２～３頭／日）

200037 2010年05月07日 高橋　行雄 サドルバック牧場 小田原市 江之浦４１５ 高橋　径行 展示 馬（19頭）、ヤギ（５頭）、ヒツジ（２頭）、ミニ

ブタ（１匹）、ウサギ（６匹）、モルモット（５

匹）

アヒル（１羽）

200038 2020年05月14日 関水　惠子 テラス・ティピィ 藤沢市 鵠沼橘１－７－２－５ 関水　惠子 展示 犬（５頭）

200039 2020年05月21日 西本　一平 PEI'S　WISE 藤沢市 善行７－１０－２２－３１０ 西本　一平 訓練 犬１～２頭/日

200042 2010年05月31日 宇野　治郎 ファミリー・ファーム　ＵＮＯ 綾瀬市 吉岡東４－１２－２１ 宇野　すみ子 販売 犬（３０頭）

200043 2020年05月14日 関口　祥子 サポート　るすばんねこ 中郡二宮町 山西７０－１ 関口　祥子 保管 猫（１日２頭）

200044 2020年05月07日 坪井　稚子 Ｒａｂｂｉｔ　Ｗｉｓｈ 茅ヶ崎市 堤７３－５ 坪井　稚子 販売 うさぎ50羽

200045 2020年05月07日 坪井　稚子 Ｒａｂｂｉｔ　Ｗｉｓｈ 茅ヶ崎市 堤７３－５ 坪井　稚子 保管 うさぎ50羽

200046 2020年05月01日 汐待　奈緒子 Ｋｕｒｕ　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ 鎌倉市 梶原５－１１－１４ 汐待　奈緒子 保管 犬（１日５頭）

200047 2020年05月01日 汐待　奈緒子 Ｋｕｒｕ　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ 鎌倉市 梶原５－１１－１４ 汐待　奈緒子 訓練 犬（１日１頭）

200048 2020年05月11日 菅井　美矢 ドッグサロン　ワンライフ 南足柄市 岩原７－６ 菅井　美矢 保管 犬（月10頭）

200049 2020年05月18日 ORIHARA株式会社 代表取締役　入野　弘香 ドッグサロン　オンザビーチ 鎌倉市 材木座５－８－２５－１０１ 進　淳子 保管 犬（10頭／日）

200051 2020年05月18日 篠田　直樹 篠田直樹 秦野市 元町５－３ 篠田　直樹 販売 犬（１０頭）

200052 2020年05月08日 松本　后代 ペットシッター　わんにゃふる 座間市 相模が丘１－２２－３０－８０１ 松本　后代 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット、ハムスター（最大70

匹／年）

インコ類、文鳥、十姉妹（最大20羽／年） カメ（最大5匹／年）

200053 2010年06月24日 杉本　徹 プリンセス　オブ　ハート 足柄上郡山北町 岸１１６８ 杉本　徹、杉本　絵美子 販売 犬（４０頭） タカ（２羽）、フクロウ（４羽）

200054 2020年05月11日 中村　るみ わん・にゃん　パルフェ 中郡二宮町 富士見が丘１－２５－１０ 中村　るみ 保管 犬、猫（６頭／週）

200055 2020年05月26日 馬目　健史 Polaris 海老名市 上今泉２－１２－１９－１ 馬目　健史 販売 トカゲ（２０匹）、ヘビ（２０匹）

200056 2020年05月13日 安富　泉 ペットシッターわんぱく屋 厚木市 森の里４－１２－２６ 安富　泉 保管 犬、猫、ウサギ等１～５匹 インコ、オウム、文鳥等１～１０羽 トカゲ、ヘビ等１～５匹

200057 2020年05月22日 川村　悟 アニマル・リバレッジ 中郡二宮町 山西１３２９－９ 川村　悟 販売 うさぎ、ハムスター、スナネズミ、ハツカネズミ、

フクロモモンガ、ハリネズミ（100匹）

インコ（５羽） トカゲ（５匹）

200058 2020年05月25日 近　春久 CON　DOG　RUN 伊勢原市 上粕屋２５９４　 ブリーズ２F 近　春久 保管 犬（月に50頭）

200059 2020年05月13日 荷福　雪乃 ラルエル 藤沢市 鵠沼神明２－２－５ 荷福　雪乃 保管 犬、猫（１日６頭）

200060 2020年05月26日 株式会社　花岡動物病院 代表取締役　花岡　淳子 株式会社　花岡動物病院 大和市 林間１－２０－１１ 花岡　瑛二朗 保管 犬、猫（１日20頭）
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200061 2020年05月26日 岡本　和美 CATTERY OKAMOS'S 大和市 草柳1-16-11 岡本　和美 販売 猫(12)

200062 2015年05月28日 三堀　暁子 藤田動物病院　トリミング室 平塚市 宮松町６－６ 三堀　暁子 保管 犬、猫（２～３頭／日）

200063 2020年05月26日 福井　克也 Fanana 小田原市 小八幡１－１０－２３－３ 福井　克也 販売 モモンガ、ハムスター、ウサギ（３０匹） 蛇、亀（１０匹）

200065 2015年06月29日 有限会社平峰どうぶつ病院 代表取締役　平峰　康成 有限会社　平峰どうぶつ病院 海老名市 河原口１５１０ 平峰　康成 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター、フェレット（３匹/

日）

小鳥（１羽／日）

200066 2020年05月25日 株式会社　ワンズクエスト 代表取締役　小林　幸太 株式会社　ワンズクエスト 茅ヶ崎市 中海岸１－７－１１ 三橋ビル２F 影山　慧美、木田　和也 保管 犬、猫　１頭/月

200067 2020年05月25日 株式会社　ワンズクエスト 代表取締役　小林　幸太 株式会社　ワンズクエスト 茅ヶ崎市 中海岸１－７－１１ 三橋ビル２F 影山　慧美、木田　和也 訓練 犬、猫　１頭/月

200068 2020年05月29日 青木　英美里 Lulumaru　Li’ili'i　鎌倉 鎌倉市 手広１－７－２０ 青木　英美里 保管 犬、猫（２～３頭／日） 小鳥（２～３／日）

200069 2020年05月29日 仲田　詩絵 Pet Hotel sesame 逗子市 池子３－２１－８ 仲田　詩絵 保管 犬３頭

200070 2020年05月27日 杉山　直樹 ハッピー　わんこ 小田原市 酒匂５－１２－１５ 杉山　直樹 販売 犬、猫（５頭）

200071 2020年05月27日 杉山　直樹 ハッピー　わんこ 小田原市 酒匂５－１２－１５ 杉山　直樹 貸出し 犬、猫（５頭）

200072 2020年05月25日 株式会社　湘南台セントラル動物病院 代表取締役　末好　悟 湘南台セントラル動物病院 藤沢市 湘南台５－１５－９ 末好　悟 保管 犬(26）、猫（8頭）、ハムスター(4)、ウサギ(2)、

フェレット（２）

200073 2020年05月29日 田本　美佐 Toffee 三浦市 三崎４－１０－２９ 田本　美佐 販売 犬（繁殖犬１３頭） インコ（５０羽）

200074 2020年05月25日 坂本　弘美 大山ペット 伊勢原市 上粕屋２５６５－１ 坂本　弘美 販売 犬（１５頭）、猫（２５頭）

200075 2010年07月12日 片野田　優子 Ｈ．Ｒ．Ｈ．ＯＦ　ＬＯＮＤＯＮ犬舎 海老名市 中野２－７－１ 片野田　優子 販売 犬（９～１０頭）

200076 2020年05月29日 宮澤　玲子 SOZO 藤沢市 羽鳥４－１－８ ウッディヒルズ102号 宮澤　玲子 販売 猫（５頭/年）

200077 2015年06月08日 有限会社ヒューマンエイボンド 代表取締役　柄澤　志保 ドッグベリー 秦野市 鶴巻北２－５－１ 柄澤　志保 保管 犬（２０頭/日）

200078 2010年05月25日 有限会社　ベネ 代表取締役　氏家 孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－６ 柳本　茉莉 販売 犬、猫（約２０頭/年）

200079 2010年05月25日 有限会社　ベネ 代表取締役　氏家 孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－６ 柳本　茉莉 保管 犬・猫（各２０頭/日）

200080 2010年05月25日 有限会社　ベネ 代表取締役　氏家 孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－６ 柳本　茉莉 訓練 犬（１０頭/週）

200081 2020年05月25日 平山　舞香 ペットシッター　なかよし。 藤沢市 片瀬海岸１－９－８ ライオンズマンション片瀬海岸409 平山　舞香 保管 犬、猫、ウサギ、リス、砂ネズミ、フェレット、ハ

ムスター、モルモット（20匹/月）

インコ、オウム、文鳥、十姉妹（２～３羽/月） イグアナ、カメ（１匹/日）

200083 2020年06月03日 横溝　圭子 ナッティドッグ 平塚市 撫子原７－２９－１０２ 横溝　圭子 保管 犬（10頭/日）

200087 2020年05月26日 武石　さおり わんこの家 秦野市 平沢１１６１－１ ボヌール秦野Ⅱ５１２ 武石　さおり 訓練 犬（３頭/日）

200088 2020年05月27日 小室　厚子 Blue　Sky 小田原市 小八幡２－３－４ 小室　厚子 販売 犬・猫（30頭/年）

200089 2020年05月29日 近藤　栄康 Crazy Reptiles 中郡大磯町 国府本郷８７１ 近藤　栄康 販売 ヤモリ（30）

200090 2020年05月29日 木村　誠吾 トーホー 座間市 ひばりヶ丘５－３４－２５ 木村　誠吾 販売 犬5頭/月

200091 2020年05月29日 小松　優子 ペットのおうち　まり 平塚市 広川47-8 小松　優子 販売 犬10頭以下、ウサギ20羽以下/年 インコ類20羽以下/年 リクガメ10匹以下/年

200092 2020年05月29日 薩澤　歩 ＡＹＵＲＩＮ 小田原市 小八幡１－１０－２３－２ 薩澤　歩 販売 猫（２９）

200093 2020年05月29日 熊倉　美利 森のくまさん 厚木市 下荻野８２４－２３ 熊倉　美利 保管 犬（５～６頭）／日

200094 2020年05月28日 瀧　たつ代 Sweet pami 大和市 桜森１－６－１５ アノンテラス大和１F 瀧　たつ代 展示 猫（10頭）

200095 2020年05月29日 石井　亜矢 Love うちのこ 足柄下郡真鶴町 真鶴95 石井　亜矢 保管 犬（30頭／月）

200096 2015年06月04日 北村　由紀 ＢＥＡＣＨ　ＡＮＥＬＡ 茅ヶ崎市 中海岸３－９－１９ 北村　由紀 販売 犬（４頭）

200097 2020年05月29日 早川　清一 PLUSONE 大和市 つきみ野４－５－１ 早川　清一 保管 犬（３頭/日）、猫（２頭／年）

200098 2020年05月29日 佐藤　宜紀 バブルブーン　ケネル 海老名市 上今泉６－４６－２８－１ 佐藤　宜紀 販売 犬（６頭／月）

200099 2020年05月29日 佐藤　宜紀 バブルブーン　ケネル 海老名市 上今泉６－４６－２８－１ 佐藤　宜紀 保管 犬（６頭／月）

200100 2020年05月29日 佐藤　宜紀 バブルブーン　ケネル 海老名市 上今泉６－４６－２８－１ 佐藤　宜紀 訓練 犬（６頭／月）

200101 2020年05月29日 岩野　寿美江 ラブリー　モカ 三浦市 南下浦町金田２２８３ 岩野　寿美江 保管 犬、猫（１０頭／月）

200102 2020年05月29日 岩野　寿美江 ラブリー　モカ 三浦市 南下浦町金田２２８３ 岩野　寿美江 訓練 犬（１０頭／月）

200103 2020年06月09日 株式会社ラウト　代表取締役　髙村　

崇

ドギーズ・アーセンプレイス 逗子市 桜山6-13-3 髙村　容子 保管 犬及び猫（5頭/日）

200104 2020年05月29日 石井　麻弥 Ａｍｏｕｒ 小田原市 久野５３３－１６ 石井　麻弥 販売 犬、猫（親５頭）

200107 2020年05月29日 川﨑　亜紀 Arbre　Germe 座間市 南栗原５－１４－２８ 川﨑　亜紀 販売 犬３頭

200108 2020年05月29日 川﨑　亜紀 Arbre　Germe 座間市 南栗原５－１４－２８ 川﨑　亜紀 保管 犬（５０頭／年）

200109 2020年05月29日 牧村　彩音 Ｂｅｍａｔ 綾瀬市 落合南１－７－６ 牧村　彩音 訓練 犬（３頭／日）

200110 2020年05月29日 沖田　ガンジャナ らびっChu！ 厚木市 関口１０１４－１５ 沖田　ガンジャナ 販売 ウサギ15羽、犬、猫2頭

200111 2020年05月29日 鈴木　奈美 ペットシッター　Ｓｉｐｐｏ 茅ヶ崎市 十間坂１－９－３ 鈴木　奈美 保管 犬、猫、小動物（１～２／日）

200112 2015年07月23日 髙橋　業人 笑う犬 藤沢市 辻堂新町１－１４－２ グランドコラム１０１ 髙橋　業人 保管 犬（１０頭）

200113 2015年07月23日 髙橋　業人 笑う犬 藤沢市 辻堂新町１－１４－２ グランドコラム１０１ 髙橋　業人 訓練 犬（１０頭）

200114 2020年06月09日 鈴木　奈津子 あいくれよん 小田原市 中里１８４－２５ 鈴木　奈津子 販売 デグー（２０） 小鳥（２０） カメ（４０）、トカゲ（３０）、ヘビ（１

０）、ヤモリ（３０）

200115 2020年11月02日 大塚　啓一郎 大塚犬舎 足柄下郡箱根町 仙石原８００－２ 大塚　啓一郎 販売 犬（１０頭）

200116 2015年06月11日 林　克彦 亀翔 厚木市 三田３８１－１ 林　克彦 販売 亀（１７匹）

200117 2010年07月08日 有限会社　スヤマコーポレーション 代表取締役　須山　光央 須山警察犬・愛犬訓練学校 伊勢原市 沼目７－１０１１－２ 須山　永久 貸出し 犬（月２頭）

200118 2020年06月19日 クリエーション株式会社 代表取締役　須田　猛 Bow　haus 鎌倉市 由比ガ浜４－３－３５ 山田　亜矢子 保管 犬（１５頭）

200119 2015年07月10日 寺井　聖恵 ドッグヘルパー　ワンバイワン 三浦郡葉山町 長柄705-503 寺井　聖恵 保管 犬（1日２軒）

200120 2010年06月28日 原　由加 プードルパーラー 小田原市 酒匂１－１６－２８ フレグランスＤ－Ｎ 原　由加 保管 犬（３頭/日）

200121 2010年08月02日 福田　紀子 とれびわん 小田原市 下大井３７８ 福田　紀子 保管 犬（２０頭/月）

200122 2020年06月30日 鎌田　瑞生 うさぎ専門店 Lupinus Rabbitry 鎌倉引渡所 鎌倉市 浄明寺６－５－１７ 渋谷　勇貴 販売 ウサギ（2羽/月）

200123 2020年07月08日 有限会社　ベネ 代表取締役　氏家 孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－４ 冨岡　法実 貸出し 犬10頭

200124 2020年07月02日 千代間　研二 キャンディオール 藤沢市 大鋸２－２－２２ 青木ビル１－B 千代間　研二 保管 犬、猫、うさぎ、フェレット、ミーアキャット、ハ

ムスター（１０頭／日）

鳥、インコ（１０羽／月）

200127 2020年07月15日 株式会社　LINNA商会 代表取締役　鈴木　奈対郎 株式会社　LINNA商会 厚木市 岡田５－５－１２ 長谷川　祐未 販売 猫（５頭）

200128 2010年07月06日 有限会社　湘南アニマルライフサービ

ス

取締役　中山　功 中山動物病院 茅ヶ崎市 本村３－３－１１ 大野木　美樹 保管 犬、猫（５頭/日）

200129 2010年07月15日 沖永　泰子 ａｔｅｌｉｅｒ　＊　ｔｏｃｃｏ 高座郡寒川町 岡田９４７－５ 沖永　泰子 保管 犬（30～40頭/月）

200130 2015年08月27日 村越　美保 ペットシッター　ノン 鎌倉市 浄明寺４－２２－９ 村越　美保 保管 犬、猫（１日最大９頭）

200131 2015年08月31日 橘川　佳央 さくら工房 綾瀬市 寺尾台１－１１－２０ 橘川　佳央 販売 げっ歯類（チンチラ、デグー等） カメ（60匹）

200132 2010年07月23日 吉川　ひろみ Ｃａｔｔｅｒｙ　ＢＲＡＮＣＨＥ 伊勢原市 池端２６６－５ 吉川　ひろみ 販売 猫（ペルシャチンチラ １匹、可能保管数 １０匹）

200133 2016年02月02日 吉川　ひろみ Ｃａｔｔｅｒｙ　ＢＲＡＮＣＨＥ 伊勢原市 池端２６６－５ 吉川　ひろみ 保管 猫（１～２匹／年）

200134 2020年07月29日 一般社団法人アニマルセラピーこころ

サポート協会

代表理事　日下部　久仁子 一般社団法人　アニマルセラピーこころサポート協会 藤沢市 柄沢１５８ 日下部　久仁子 展示 犬（２頭）

200135 2020年07月29日 藤田　実 藤田動物病院 平塚市 宮松町６－６ 藤田　実 販売 犬、猫（１０）

200136 2015年08月25日 新井　亮子 湘南リトルテール 茅ヶ崎市 共恵2－2－１０ メゾン共恵１階中号 新井　亮子 保管 犬（20頭/月）

200137 2020年08月03日 新川　千春 ドッグハウス　NEW　RIVER 足柄上郡松田町 松田庶子７９１ 新川　直美 販売 犬（４頭/月）

200138 2020年08月03日 新川　千春 ドッグハウス　NEW　RIVER 足柄上郡松田町 松田庶子７９１ 新川　直美 保管 犬（３頭/日）

200139 2015年09月18日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　小田原店 小田原市 中里３１３－１２ 飯塚　香澄 販売 ウサギ（7）、げっ歯類（50）、イタチ・フェレッ

ト（5）

インコ・オウム（30）、フィンチ・カナリア

（20）

カメ類（5）
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200140 2015年09月18日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　小田原店 小田原市 中里３１３－１２ 飯塚　香澄 保管 犬（10頭）／日

200141 2010年08月03日 宇多田　佐世 ドッグサロン　Ｌｉｅｎ　リヤン 大和市 中央２－１４－２５ 宇多田　佐世 保管 犬（６頭/日）

200142 2020年08月05日 一般社団法人アニマルセラピーこころ

サポート協会

代表理事　日下部　久仁子 一般社団法人　アニマルセラピーこころサポート協会 藤沢市 柄沢１５８ 河合　朋子 訓練 犬（週４頭）

200143 2015年08月10日 森　裕史 １３４　ＬＲ 平塚市 大神２３２５－２ 森　裕史 販売 犬（ラブラドールレトリーバー３頭）

200144 2010年08月30日 伊藤　伸一 ペットサロン　ANDEY 綾瀬市 深谷中７－２８－１ 伊藤　伸一 保管 犬一日１～２頭

200145 2010年09月21日 後藤　寛子 ＷＡＮライフ 伊勢原市 高森１－２－７ 後藤　寛子 保管 犬、猫、ウサギ（５～６頭） インコ（１～２籠/年）

200146 2010年08月11日 立川　俊子 ホワイトエンジェル 厚木市 上依知９０３－７ 立川　俊子 販売 猫（13匹/年）

200147 2020年08月27日 合同会社ユナイテッド 代表社員　磯山　要 Ｄｏｇｓｃｈｏｏｌ　ＵＮＩＴＥＤ 座間市 座間２－１１２９ 磯山　要 販売 親犬１頭

200148 2020年08月27日 合同会社ユナイテッド 代表社員　磯山　要 Ｄｏｇｓｃｈｏｏｌ　ＵＮＩＴＥＤ 座間市 座間２－１１２９ 磯山　要 保管 犬（２～３頭/日）

200149 2020年08月27日 合同会社ユナイテッド 代表社員　磯山　要 Ｄｏｇｓｃｈｏｏｌ　ＵＮＩＴＥＤ 座間市 座間２－１１２９ 磯山　要 訓練 犬（３０頭/日）

200150 2020年08月11日 大澤　紀子 Shares 三浦郡葉山町 堀内１１７３－１ ファミール葉山シーガレリア302号室 大澤　紀子 保管 犬（１～３頭/日）

200151 2020年08月11日 大澤　紀子 Shares 三浦郡葉山町 堀内１１７３－１ ファミール葉山シーガレリア302号室 大澤　紀子 訓練 犬（１～３頭/日）

200152 2020年08月31日 川上　尚子 ペットシッターSOS大和店 座間市 ひばりが丘５－３－６ 川上　尚子 保管 犬、猫、ウサギ、チンチラ、モルモット、ハリネズ

ミ　（90頭/月）

文鳥、インコ（３羽/年）

200153 2015年08月31日 渡上　亜紀 Ｈａｐｐｙ　Ｄｏｇ　Ｋａｍａｋｕｒａ 鎌倉市 腰越３－１４－４－１０１ 渡上　亜紀 保管 犬、猫（最大７件）/日

200154 2020年09月04日 株式会社ナチュラ動物病院 代表取締役　瀬戸　忠一 株式会社　ナチュラ動物病院 座間市 座間２-２６２ 瀬戸　忠一 訓練 犬（2～３頭/日）

200155 2010年10月04日 柏木　由紀子 トリミングルーム　さくらんぽ 小田原市 下堀１８３－１５ 柏木　由紀子 保管 犬（２匹/日）

200156 2020年09月04日 株式会社鎌倉山ＡＨＣ 代表取締役　福島　潮 湘南鎌倉動物病院 鎌倉市 岩瀬１０４８－１ 福島　美鈴 保管 犬(35頭）猫（12頭）

200157 2010年09月27日 小島　香代子 いぬねこサロン　ジュン 中郡二宮町 山西６６９－３１ 小島　香代子 保管 犬（５頭/日）

200158 2015年09月17日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－１－１ 湘南モールフィル２F 竹原　類 販売 ウサギ（10羽）、フェレット（5頭）、げっ歯類

（50匹）

インコ、オウム（30羽）、フィンチ・カナリア

（20羽）

200159 2015年09月17日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－１－１ 湘南モールフィル２F 竹原　類 保管 犬（10頭/日）

200160 2020年03月04日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－１－１ 湘南モールフィル２F 竹原　類 訓練 犬（15頭/日）

200161 2015年09月09日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　湘南平塚店 平塚市 田村５－３－６ 髙橋　かほる 販売 ウサギ（10頭）、フェレット（5頭）、ハムスター

等げっ歯類他（30頭）

オウム（3羽）、中小型インコ（20羽）、小型

フィンチ類（10羽）

カメ（5匹）

200162 2015年09月09日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト　湘南平塚店 平塚市 田村５－３－６ 髙橋　かほる 保管 犬（10頭）

200163 2015年10月27日 黒田　礼子 とりみんぐや 茅ヶ崎市 松尾７－１ 黒田　礼子 保管 犬（3～4頭/日）

200164 2020年10月02日 織田　和明 Ｃｈｉｔｏｓｅ　Ｋｉｙｏｋａｗａ　Ｄｏｇ　Ｆｉｅｌ

ｄ

愛甲郡清川村 煤ヶ谷４２２８－７ 織田　和明 保管 犬　10頭/月

200168 2020年10月14日 馬　釗 ブリーダー　広川 逗子市 小坪２－１０６４ 馬　釗 販売 親猫15匹

200169 2015年10月05日 野呂瀬　さゆり PlyZ (プレイズ) 南足柄市 塚原３０９ 野呂瀬　さゆり 保管 犬・猫（5頭/日）

200170 2015年10月05日 野呂瀬　さゆり PlyZ (プレイズ) 南足柄市 塚原３０９ 野呂瀬　さゆり 訓練 犬（8頭/日）

200171 2015年09月28日 横尾　奈々子 Ｂｕｄｄｙ’ｓ　Ｄｏｇ 逗子市 桜山７－１２－１６ 横尾　奈々子 保管 犬（２～３頭/日）

200172 2015年11月12日 有限会社双進技建 取締役　平川　健雄 ＤＯＧ　ａｎｏ 藤沢市 石川５－２－６ 平川　里江 保管 犬、猫（６頭/日）

200173 2020年10月14日 有限会社双進技建 取締役　平川　健雄 ＤＯＧ　ａｎｏ 藤沢市 石川５－２－６ 平川　里江 訓練 犬（３頭/日）

200174 2015年09月30日 井上　よしみ 湘南　Ｄｏｇ　Ｃｏｌｌｅｇｅ 小田原市 南鴨宮３－１５－１ 堀口ビル１F 井上　よしみ 販売 犬（200頭/年）

200175 2020年10月07日 小林　早苗 noe dog salon 中郡二宮町 中里２－３６－４０ 小林　早苗 保管 犬（２～３頭/日）

200177 2015年10月15日 有限会社ワンラブ 代表取締役　小林　励 ワンラブ　ららぽーと海老名店 海老名市 扇町１３－１ ららぽーと海老名１階ペットパラダイスDX店内河野　麻衣 販売 犬（29頭）、猫（7頭）

200178 2015年10月15日 有限会社ワンラブ 代表取締役　小林　励 ワンラブ　ららぽーと海老名店 海老名市 扇町１３－１ ららぽーと海老名１階ペットパラダイスDX店内河野　麻衣 保管 犬（9頭）、猫（2頭）

200179 2020年10月12日 ハッピーライフ合同会社 代表社員　島津　和樹 ワンちゃんのお風呂屋さん　あぱらぎ 茅ヶ崎市 東海岸北２－１１－３０ 島津　妙子 保管 犬（12頭/日）

200180 2020年10月12日 ハッピーライフ合同会社 代表社員　島津　和樹 ワンちゃんのお風呂屋さん　あぱらぎ 平塚市 菫平１６－３０－１０１ 小林　由季 保管 犬（4頭/日）

200181 2015年12月15日 岩本　美佳 トリミングサロン　ぶぶはうす 三浦郡葉山町 一色１１８０ 岩本　美佳 保管 犬（1日15頭）

200182 2020年10月06日 大塚　一笑 どっぐさろん　いぬごや 平塚市 平塚４－２４－１３ 大塚　一笑 保管 犬（５～６頭/日）

200183 2020年10月21日 松本　ふみ トリムガーデン 厚木市 恩名３－１６－８ 松本　ふみ 販売 犬（４～５頭/月）

200184 2020年10月21日 松本　ふみ トリムガーデン 厚木市 恩名３－１６－８ 松本　ふみ 保管 犬（２頭/日）

200185 2020年10月19日 菊池　俊美 しゃくれるハウス 逗子市 桜山７－２１－１ 菊池　俊美 保管 犬（２～５頭/日）

200188 2015年11月20日 森　あゆみ おもちのおうち 茅ヶ崎市 今宿４３ 森　あゆみ 保管 犬・猫（３頭/日）

200191 2020年10月22日 Tsune株式会社 代表取締役　久恒　恵一 Ｐｕｆｆｙ　Ｂｕｂｂｌｅｓ 高座郡寒川町 田端１１６５－２ 久恒　恵子 販売 犬（１頭/年）

200192 2020年10月22日 Tsune株式会社 代表取締役　久恒　恵一 Ｐｕｆｆｙ　Ｂｕｂｂｌｅｓ 高座郡寒川町 田端１１６５－２ 久恒　恵子 保管 犬（９頭/日）

200193 2020年10月15日 株式会社ラ・シャット 代表取締役　田中　末広 ラ・シャット 藤沢市 藤沢５５５ さいか屋藤沢店５F 矢野　優子 展示 猫０匹

200194 2020年10月26日 米山　一人 ドッグサロン　Wanぴ～す　酒匂店 小田原市 西酒匂３－１３－８ 米山　加奈子 販売 犬（20頭/年）

200195 2020年10月26日 米山　一人 ドッグサロン　Wanぴ～す　酒匂店 小田原市 西酒匂３－１３－８ 米山　加奈子 保管 犬（50頭/月）

200196 2020年10月28日 大鹿　厚子 ムース 愛甲郡清川村 煤ヶ谷１１０４－１１ 大鹿　厚子 販売 親犬35頭

200197 2020年10月28日 大鹿　厚子 ムース 愛甲郡清川村 煤ヶ谷１１０４－１１ 大鹿　厚子 保管 犬５頭/月

200198 2015年12月02日 山田　和久 ＴＯＫＯ　ＣＡＭＰＵＲ　トコ　チャンプル 厚木市 旭町１－２０－１３ 青木コーポ１Ｆ 山田　和久、山田　陽子、貴島　珠音 展示 サル類、キツネ類、齧歯類、イタチ類等 インコ、オウム、猛禽類、家禽等 リクガメ、水棲ガメ、ヤモリ、トカゲ、ヘビ等

200199 2010年11月25日 山田　和久 ＴＯＫＯ　ＣＡＭＰＵＲ　トコ　チャンプル 厚木市 旭町１－２０－１３ 青木コーポ１Ｆ 山田　和久、山田　陽子、貴島　珠音 販売 サル類、キツネ類、齧歯類、イタチ類等 インコ、オウム、猛禽類、家禽等 リクガメ、水棲ガメ、ヤモリ、トカゲ、ヘビ等

200200 2010年11月25日 山田　和久 ＴＯＫＯ　ＣＡＭＰＵＲ　トコ　チャンプル 厚木市 旭町１－２０－１３ 青木コーポ１Ｆ 山田　和久、山田　陽子、貴島　珠音 保管 サル類、キツネ類、齧歯類、イタチ類等 インコ、オウム、猛禽類、家禽等 リクガメ、水棲ガメ、ヤモリ、トカゲ、ヘビ等

200201 2010年11月25日 山田　和久 ＴＯＫＯ　ＣＡＭＰＵＲ　トコ　チャンプル 厚木市 旭町１－２０－１３ 青木コーポ１Ｆ 山田　和久、山田　陽子、貴島　珠音 貸出し サル類、キツネ類、齧歯類、イタチ類等 インコ、オウム、猛禽類、家禽等 リクガメ、水棲ガメ、ヤモリ、トカゲ、ヘビ等

200204 2015年12月02日 早坂　みどり トリミングハウス　ＤＥＬＴＡ 大和市 下鶴間８２５－３ 早坂　みどり 保管 犬（1日2匹）

200205 2015年11月26日 富永　浩世 ＳＴＡＲ　ＰＥＴ　ＳＩＴＴＥＲ 藤沢市 大庭５０７４－６ 富永　浩世 保管 犬、猫（10頭/週）

200206 2020年11月05日 山口　牧子 トリミングサロン　うずまき 足柄上郡中井町 井ノ口２８３０－２１ 山口　牧子 保管 犬（４頭/日）

200207 2015年12月22日 小泉　令奈 Dog run＆salon ALICE 南足柄市 中沼４４８ 小泉　令奈 保管 犬（１０頭/日）

200208 2015年12月16日 国府田　智 くにふだ動物病院 鎌倉市 植木２９０ 宇野ビル１号室 国府田　智 保管 犬、猫、ウサギ、モルモット、ハムスター（20頭/

月）

オカメインコ、セキセイインコ、文鳥（5羽/月）

200209 2015年10月30日 熊倉　知子 ドッグサロン　森のくまさん　座間店 座間市 入谷東３－３１－１４ チェリーコーポラス１階 熊倉　知子 保管 犬（５～６頭/日）

200211 2015年10月30日 近野　勝広 アノール 綾瀬市 寺尾南３－３－１４ 近野　勝広 販売 ヘビ、カメ、トカゲ約50匹/年

200212 2020年11月02日 畑間　僚 藤沢はたま犬猫病院 藤沢市 片瀬２－１－２７ 畑間　僚 保管 犬、猫（４～５頭/日）

200213 2020年11月05日 株式会社Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 代表取締役　田形　沙友里 Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ファーム田形 足柄上郡中井町 井ノ口２４４２－１３ 田形　沙友里 販売 ウサギ（20）、ヤギ（２）、ヒツジ（１）、ウマ

（２）、ハムスター（100）、その他げっ歯類

フクロウ（１）、インコ（１）

200214 2020年11月05日 株式会社Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 代表取締役　田形　沙友里 Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ファーム田形 足柄上郡中井町 井ノ口２４４２－１３ 田形　沙友里 保管 犬（２）、猫（２）、ウサギ（20）、ヤギ（２）、

ヒツジ（１）、ウマ（２）、ハムスター（２）、そ

の他げっ歯類

フクロウ（１）、インコ（１）

200215 2020年11月05日 VCA　Japan合同会社 職務執行者　島田 次郎 湘南リーシュ動物病院 平塚市 立野町３８－４ 両國　和教 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット、ハムスター、ハリネ

ズミ、モモンガ（30頭/月）

小鳥類(1羽/月） カメ、ヘビ類(1匹/月）
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200216 2020年11月10日 有限会社　ジェイ・ケイ 取締役　初谷　晃男 Mｙ　Buddy　KAMAKURA 鎌倉市 長谷１－１１－２４ 小貫　あやみ 保管 犬（６０頭/月）

200219 2015年12月10日 株式会社ももはま 代表取締役　髙栁　博之 桃浜どうぶつ病院 平塚市 桃浜町１０－１７ 髙栁　博之 保管 犬3頭/週、猫3頭/週

200221 2020年12月03日 竹内　麗 Lien Dog （リヤンドッグ） 三浦市 原町３－１９ 竹内　麗 保管 犬（最大6頭/日）

200222 2020年11月16日 松永　佳代 ペットシッターちい 茅ケ崎市 甘沼２００－１－１４０３ 松永　佳代 保管 犬、猫、ウサギ（最大10頭/日） インコ、オウム（最大10羽/日）

200223 2015年11月27日 吉川　愛 逗子ドッグハウス 逗子市 小坪１－６－９ 吉川　愛 保管 犬（3頭/日）

200224 2020年12月01日 中村　泰斗 クーノベットクリニック 茅ヶ崎市 本村１－１０－１７ 中村　泰斗 販売 犬、猫（月１頭）

200225 2020年12月01日 中村　泰斗 クーノベットクリニック 茅ヶ崎市 本村１－１０－１７ 中村　泰斗 保管 犬、猫（月５頭）

200226 2010年12月24日 株式会社クラシード 代表取締役　倉田　実夫 （株）クラシード　湘南ペット貿易事業部 高座郡寒川町 倉見９３５－１ 倉田　太士 販売 ウサギ(20)、ハムスター(50)、フクロモモンガ(50)、

ヨツユビハリネズミ(50)

インコ類(100)、フィンチ類(50) カメ類(100)、トカゲ類(30)、ヘビ類(20)、ヤモ

リ類(50)

200227 2020年12月14日 長谷川　祐樹 長谷川 足柄上郡松田町 松田惣領１５７４－１３ 長谷川　祐樹 販売 犬（プードル・ポメラニアン親犬３０頭）100頭/年

200228 2020年12月18日 山田　和則 ビバペッツ　AQUA＆ANIMAL　FREEDOM　座間 座間市 東原１－１３－１ スーパービバホーム座間店内　１F 山田　和則 販売 ハムスター（25）、マウス（25）、デグー（５）、

モモンガ（７）、ウサギ（５）、モルモット

（３）、チンチラ（５）

インコ（15）、フィンチ（10）、ウズラ（２） ヘビ（15）、ヤモリ（30）、トカゲ（15）、カ

メ（20）

200229 2015年12月15日 鮎川　美千代 ナナッツｔａｉｌｓ． 藤沢市 湘南台５－４－１０－１２０２ 鮎川　美千代 保管 犬（1日3頭）

200230 2015年12月24日 桐木　美奈子 みなみなハウス 伊勢原市 岡崎６８７２－３ 桐木　美奈子 販売 オカメインコ（８羽）、文鳥（６羽）

200231 2015年12月28日 保土田　良弘 Regulus（レグルス） 綾瀬市 大上１－２３－２７ 保土田　良弘 販売 ヘビ、カメ（５匹/年）

200232 2020年12月28日 北村　美香 Atlantis Poodle 小田原市 久野１４５６ 北村　美香 販売 犬（40頭/年）、猫（5頭/年）

200233 2020年12月28日 北村　美香 Atlantis Poodle 小田原市 久野１４５６ 北村　美香 保管 犬、猫（5頭/日）

200234 2011年01月27日 大林　則子 ＡＰＲＩＣＯＴ 藤沢市 辻堂元町４－２－２０ 藺牟田　亜美 保管 犬（１０頭/日）

200235 2016年01月06日 本田　全功 バードブリーダー　湘南 藤沢市 亀井野２－１２－２ 本田　全功 販売 小型インコ類、中型インコ類、大型オウム・イン

コ類、フィンチ類　50羽

200236 2011年01月31日 海老原　しげ子 エビハラ 足柄上郡山北町 皆瀬川８９１－１ 海老原　しげ子 販売 犬（80頭/年）

200237 2016年02月17日 倉持　弘美 ドッグメイト 藤沢市 高倉１０５２－８ 倉持　弘美 保管 犬（最大１日10件）

200238 2016年02月17日 倉持　弘美 ドッグメイト 藤沢市 高倉１０５２－８ 倉持　弘美 訓練 犬（最大１日10件）

200239 2011年01月13日 小松　のり子 どっくみんと 伊勢原市 小稲葉２８７５ 小松　のり子 販売 犬（８０頭）、猫（３０頭）

200240 2011年01月27日 有限会社　西鎌倉動物病院 代表取締役　高橋　孝佳 有限会社　西鎌倉動物病院 鎌倉市 西鎌倉２－２－１２ 高橋　純子 保管 犬、猫、ウサギ（６０頭/月）

200241 2020年12月24日 鈴木　碧彩 ふくもも園 藤沢市 石川５－１９－４２ 鈴木　碧彩 販売 フクロモモンガ（親50匹）

200242 2016年02月18日 河津　幸雄 ゆいアニマルクリニック 海老名市 東柏ヶ谷３－２１－１８ 河津　幸雄 保管 犬（10頭/週）、猫（10頭/週）

200243 2020年12月28日 櫻井　淳子 ペットシッターきゃすと　湘南 藤沢市 立石１－１９　G-２０２ 櫻井　淳子 保管 犬、猫（２頭/日）

200244 2021年01月07日 株式会社アイビーウェルネスサービス 代表取締役　宮澤　裕 アイビーペットクリニック 大和市 中央林間４－２９－２７ 宮澤　京子 保管 犬(13頭)、猫(8頭）/日

200245 2021年01月07日 株式会社アイビーウェルネスサービス 代表取締役　宮澤　裕 アイビーペットクリニック 大和市 中央林間４－２９－２７ 宮澤　京子 訓練 犬(5頭)/日

200246 2016年03月04日 とりうみ動物病院株式会社 代表取締役　鳥海　弘 とりうみ動物病院 伊勢原市 桜台１－３４－１ 鳥海　里美 保管 犬、猫（最大22頭）

200247 2021年01月12日 田川　留美 ペットシッター湘南　そらな 平塚市 小鍋島３３２－３ 田川　留美 保管 犬、猫（８頭/週） インコ(2羽）/月

200248 2016年02月03日 天谷　美恵 ライム　ペットシッターサービス 平塚市 諏訪町１２－３６ 天谷　美恵 保管 犬、猫（５頭/日）

200249 2016年03月01日 渡部　伸一 渋沢どうぶつ愛護病院 秦野市 曲松１－４－２９ 渡部　伸一 保管 犬（5頭/日）、猫（1匹/日）、ウサギ（1匹/日） インコ類（1羽/日）、アヒル（1羽/日）

200250 2011年01月27日 角田　典子 ＢＯＮＮＥ 茅ヶ崎市 南湖５－６－２２ 角田　典子 保管 犬（３頭/日）

200251 2011年02月24日 吉田　素子 Ｃａｔｔｅｒｙ　Ｎｏｒｄｉｃｕｔｅ 秦野市 鶴巻南１－２４－６ 吉田　素子 販売 猫（親5匹）ノルウェージャンフォレストキャット）

200252 2021年01月13日 赤川　愛美 アイミー 愛甲郡清川村 宮ケ瀬９４１－１ 赤川　愛美 販売 犬４０頭/年（チワワ、フレンチブルドッグ、パピヨ

ン、シーズー、プードル、ペキニーズ）

200254 2011年01月20日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ペッツワン　りんかんモール店 大和市 中央林間７－６－１ カインズ　りんかんモール店内 吉田　恵 販売 犬（１０頭）、猫（５匹）、ウサギ（５羽）、ハム

スター（５０匹）、デグー（５匹）、チンチラ（２

匹）、モルモット（５匹）

セキセイインコ（２０羽）、その他インコ類（２

０羽）

カメレオン（１匹）、トカゲ（５匹）、カメ

（５匹）

200255 2011年01月20日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ペッツワン　りんかんモール店 大和市 中央林間７－６－１ カインズ　りんかんモール店内 吉田　恵 保管 犬（１０頭）、猫（５匹）、ウサギ（５羽）、ハム

スター（５０匹）、デグー（５匹）、チンチラ（２

匹）、モルモット（５匹）

セキセイインコ（２０羽）、その他インコ類（２

０羽）

カメレオン（１匹）、トカゲ（５匹）、カメ

（５匹）

200256 2016年02月16日 菅原　利恵 ねこかふぇ　華音 藤沢市 辻堂５－１２－１７ 菅原　利恵 展示 猫（最大10匹）

200257 2016年02月16日 菅原　利恵 ねこかふぇ　華音 藤沢市 辻堂５－１２－１７ 菅原　利恵 保管 猫（最大２匹）

200258 2011年02月08日 鈴木　菜穂子 犬のようちえん　ふりすびー 藤沢市 宮前３６４－１１ 鈴木　菜穂子 保管 犬（10頭/日）

200259 2011年02月08日 鈴木　菜穂子 犬のようちえん　ふりすびー 藤沢市 宮前３６４－１１ 鈴木　菜穂子 訓練 犬（10頭/日）

200261 2021年01月28日 小川　奈穂子 DBT　SHONAN 茅ヶ崎市 共恵２－１－３６ 小川　奈穂子 保管 犬（１～３頭）

200262 2021年01月27日 神田　裕美 トリミングサロン　Sally 平塚市 大原３－４５ 神田　裕美 保管 犬（５頭／日）

200263 2016年02月02日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ベネカァネ　山際店 厚木市 下川入３３０－４ 鮫島　直靖 販売 犬（20頭/月）、猫（20頭/月）

200264 2016年02月02日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ベネカァネ　山際店 厚木市 下川入３３０－４ 鮫島　直靖 保管 犬（最大20頭/日）、猫（最大10頭/日）

200265 2016年02月02日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ベネカァネ　山際店 厚木市 下川入３３０－４ 鮫島　直靖 訓練 犬（最大10頭/日）

200266 2021年01月28日 原田　和子 FUWA  FUWA 海老名市 国分南４－１０－２５ 原田　和子 保管 犬（10頭／月）

200267 2016年02月29日 塩塚　真樹 Ｌｅ　ｌｉｅｎ　リアン 厚木市 旭町１－２７－５－６０１ 塩塚　真樹 販売 ベンガル（3匹）、メインクーン（5匹）

200269 2016年03月23日 布　美加 ペットシッター　ＩＶＯＲＹ 藤沢市 片瀬山２－１５－４ 布　美加 保管 犬（1日1～2頭）

200270 2021年02月08日 株式会社　いそざき動物病院 代表取締役　磯崎　翔太 株式会社　いそざき動物病院 平塚市 南金目８８５－４ 磯崎　翔太 保管 犬（２頭/日）、猫（５頭/日）

200271 2021年02月09日 鈴木　摩美 ラフィーネ 平塚市 南原１－９－２ 鈴木　摩美 販売 犬（繁殖犬1５頭）

200272 2021年02月09日 鈴木　摩美 ラフィーネ 平塚市 南原１－９－２ 鈴木　摩美 保管 犬（1～2頭／月）

200273 2011年02月21日 渡邉　晶子 キャッテリア 小田原市 本町２－１１－５－１Ｆ 渡邉　晶子 販売 猫（45匹、♂5♀40）（ブリティッシュショートヘ

ア、スコティッシュフォールド）

200274 2021年02月09日 株式会社エイアールエス 代表取締役　奥津　豊 センチュリーペット湘南藤沢店 藤沢市 辻堂６－１７－９ 榎本　美樹 販売 犬（15頭/月）、猫（12頭/月）

200275 2021年02月09日 株式会社エイアールエス 代表取締役　奥津　豊 センチュリーペット湘南藤沢店 藤沢市 辻堂６－１７－９ 榎本　美樹 保管 犬（100頭/月）、猫（5頭/月）

200276 2016年03月24日 松本　智 まつもと動物病院 厚木市 上荻野８２０－１ 松本　智 保管 犬（10頭/月）、猫（10頭/月）

200277 2016年03月10日 中谷　三起子 トゥーウィーバード 座間市 栗原１２７６－６ 中谷　樹 販売 フィンチ類、カナリア、インコ各種（約300羽）

200278 2011年02月09日 株式会社ＮＩＳメディカルコーポレー

ション

代表取締役　成毛　淳人 シンシア動物病院 綾瀬市 深谷上７－１－３ 成毛　淳人 保管 犬、猫、ウサギ、げっ歯類（それぞれ４頭/日） セキセイインコ、文鳥などの小型鳥類（４羽/日） トカゲ、ヘビなどの爬虫類（４匹/日）

200279 2011年02月09日 小川　美穂 トリミングサロン　Ｃｒｙｓｔａｌ 綾瀬市 深谷上７－１－３ シンシア動物病院内 小川　美穂 保管 犬・猫（５頭/日）

200280 2021年02月15日 矢野　夏海 マキタケンネル 茅ヶ崎市 中海岸４－７－４０ まつば荘２B 矢野　夏海 販売 犬（３頭）

200281 2021年02月15日 矢野　夏海 マキタケンネル 茅ヶ崎市 中海岸４－７－４０ まつば荘２B 矢野　夏海 訓練 犬（３頭/月）

200282 2016年03月02日 内野　正一 ＣＡＬＭ　ＬＥＡＤＥＲＳ（カーム・リーダーズ） 藤沢市 本鵠沼２－２０－２１ 内野　正一 訓練 犬（３頭/日）

200283 2021年03月02日 川上　尚子 PET HOTEL BABUTY 座間市 ひばりが丘５－３－６ 川上　尚子 保管 犬、猫（４～５頭/日）

200284 2016年02月15日 原田　雅絵 ＦＵＷＡＭＯＣＯＺＡ　フワモコザ 厚木市 戸室１－３－８－１０５ 原田　雅絵 販売 コザクラインコ（親鳥３羽）

200285 2016年04月28日 株式会社ココペリ 代表取締役　釼持　伸光 ココドック 平塚市 高浜台２１－６ 釼持　伸光 保管 犬（２頭/日）
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200286 2021年02月19日 福田　綾子 ペットケアサポート　Little tails 足柄上郡開成町 吉田島４３２７－１７ 福田　綾子 保管 犬、猫（５頭/日）

200287 2016年03月11日 笠井　藤夫 キャットハウス　アミーゴ 茅ヶ崎市 若松町１５－２ 笠井　藤夫 販売 猫（150頭/年）

200288 2006年06月29日 笠井　藤夫 グルーミングサロン　チガサキ 茅ヶ崎市 東海岸北３－１５－２５ 笠井　美恵子 保管 猫（２～３頭/月）

200289 2016年04月19日 三留　由妃 レインボーオーラワーク 藤沢市 鵠沼桜が岡３－９－２０ 三留　由妃 保管 犬(週4)、猫(週4)、ウサギ(週1)、モルモット(月

1）、ハムスター（月1)、フェレット（月1）

インコ（週1)、文鳥(週1) ヘビ(月1)、トカゲ(月1)、カメ(月1)

200290 2016年03月03日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－４ 宮﨑　陽 販売 犬、猫（10頭/月）

200291 2016年03月03日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－４ 宮﨑　陽 保管 犬、猫（各30頭/月）

200292 2016年03月03日 有限会社ベネ 代表取締役　氏家　孝明 ベネカァネ 座間市 緑ヶ丘１－１２－４ 宮﨑　陽 訓練 犬（20頭/週）

200293 2011年03月10日 株式会社クラシード 代表取締役　倉田　実夫 寒川水族館 高座郡寒川町 倉見４３２－３ 木村　海 販売 ウサギ（20羽）、ハムスター（100匹）、フクロモ

モンガ（20匹）、ヨツユビハリネズミ（10匹）

インコ類（100羽）、フィンチ類（100羽） カメ類（50匹）、トカゲ類（50匹）、ヘビ類

（10匹）、ヤモリ類（50匹）

200294 2016年03月15日 株式会社A-TopS 代表取締役　秋𠮷　亮人 アキヨシアニマルクリニック 大和市 中央林間西５－４－２６ 秋𠮷　優美 保管 犬3頭/日、猫4頭/日

200295 2016年03月03日 芝　美幸 ハッピードッグ 小田原市 扇町２－１６－１６ 井細田ショッピングビル２０１ 芝　美幸 販売 犬（親犬約25頭）

200296 2016年03月28日 三嶽　史雅樹 みたけ動物病院 秦野市 沼代新町５－２９ 三嶽　生子 保管 犬（最大10頭/月）

200297 2011年03月24日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモ大和鶴間店 大和市 下鶴間１－２－１ イオンモール大和１階 埋田　まり 保管 犬（22頭）、猫（2頭）

200298 2021年03月11日 株式会社　田中動物病院 代表取締役　田中　和人 株式会社　田中動物病院 綾瀬市 深谷中２－２３－７ 田中　和人 保管 犬、猫、ハムスター、ウサギ（最大14頭/日）

200299 2021年03月26日 梅井　貴正 with sarada FIELD 大和市 林間２－２－１９ 吉田　桜子 保管 犬（５頭）

200300 2021年03月26日 梅井　貴正 with sarada FIELD 大和市 林間２－２－１９ 吉田　桜子 訓練 犬（施設訓練８頭、出張訓練８頭）

200301 2011年03月31日 楠田　泉 トリミングサロン　Ｔａｉｌ　Ｈａｐｐｙ 秦野市 曽屋３８０６－１３ 楠田　泉 保管 犬（20頭/月）

200302 2016年04月06日 島津　勲 エス・セレクション 三浦郡葉山町 下山口１５３２－４ 島津　勲 保管 犬（週1匹）

200303 2021年03月09日 田代　健太朗 Colorful　Dogs 足柄上郡松田町 松田惣領６０８－５ 田代　健太朗 保管 犬（５頭/日）

200304 2021年03月09日 田代　健太朗 Colorful　Dogs 足柄上郡松田町 松田惣領６０８－５ 田代　健太朗 訓練 犬（５頭/日）

200305 2021年03月11日 櫻井　舞 osmo care 茅ヶ崎市 ひばりが丘２－１ シェルボ茅ヶ崎１０１ 櫻井　舞 保管 犬（４～５頭/日）

200306 2021年03月08日 黒﨑　由香里 trimming-Shanti 綾瀬市 寺尾中４－１８－２６ 黒﨑　由香里 保管 犬（１０頭/月）

200307 2021年03月22日 西尾　静枝 ＴＥＰＥＥ　ＨＥＡＲＴ 鎌倉市 七里ガ浜東４－２３－１ 西尾　静枝 保管 犬（４、５頭/日）

200308 2016年04月07日 佐藤　千秋 ワンちゃんの美容室　Ａｍｉｎａ 藤沢市 立石２－５－２５ 佐藤　千秋 保管 犬（週5頭）

200310 2011年04月05日 大和田　晴代 大和田　晴代 鎌倉市 材木座５－１０－４ 大和田　晴代 保管 犬、猫（２頭程度/日）

200311 2021年03月24日 平野　麻美 BRIGITTE 茅ヶ崎市 香川４－４１－１ 平野　麻美 販売 犬（２頭、トイプードル）

200312 2021年03月24日 平野　麻美 BRIGITTE 茅ヶ崎市 香川４－４１－１ 平野　麻美 保管 犬（１日３頭）

200313 2021年03月25日 堀　美咲 ハートペット 中郡大磯町 西小磯１２６５－６ 堀　美咲 貸出し 犬（２頭）、猫（１頭）

200314 2016年04月11日 モビィ株式会社 代表取締役　伊藤　信一 トリミング専門店　アンディス　さがみの駅前店 座間市 さがみ野２－１１－１１－１０３ 加川　理紗子 保管 犬（1日10頭）、猫（年数頭）

200315 2011年03月31日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト大和鶴間店 大和市 下鶴間１－２－１ 戸嶋　南斗 販売 犬(16頭）、猫(5頭)

200316 2021年04月01日 海老名市長　内野　優 海老名市運動公園ポニー広場 海老名市 社家４０３２－１ 野島　康司 展示 ポニー３頭、モルモット２０匹、ウサギ３羽 チャボ３羽

200317 2021年03月25日 荒井　若菜 Nodeli 三浦郡葉山町 一色９４３－１ アトリエハヤマA－２－１ 荒井　若菜 保管 犬（５～10頭/日）

200318 2021年03月25日 荒井　若菜 Nodeli 三浦郡葉山町 一色９４３－１ アトリエハヤマA－２－１ 荒井　若菜 訓練 犬（５～10頭/日）

200319 2016年04月20日 永田　久美子 鎌倉ねこの間 鎌倉市 笛田６－９－７ 永田　久美子 展示 猫（最大10匹）

200320 2011年05月13日 小林　光 湘南アニマルペット 小田原市 本町２－１１－２７ 小林　光 販売 猫(マンチカン、スコティッシュフォールド、アメリ

カンショートヘア)(約12匹/月)

200321 2006年06月30日 西山　正明 リバーサイドドックヤード犬舎 高座郡寒川町 一之宮９－１３－３１ 西山　正明 販売 犬（１頭/年）

200322 2011年05月02日 西山　正明 リバーサイドドックヤード犬舎 高座郡寒川町 一之宮９－１３－３１ 西山　正明 保管 犬（１頭/年）

200323 2021年04月08日 金子　誓子 ジェイズ 平塚市 大神２４６３－９ 金子　誓子 販売 犬（４頭）

200324 2016年05月12日 スイートハート湘南株式会社 代表取締役　内藤　安寛 スイートハート湘南株式会社 茅ヶ崎市 香川４－５-３６ 内藤　安寛、内藤　優子 保管 猫（２匹/日）

200325 2021年03月24日 中村　千尋 Trimming　りの 小田原市 飯田岡６７－１ 中村　千尋 保管 犬(５頭）

200326 2021年03月31日 岩川　貴恵 Pet　K＆T 平塚市 横内２３０５－１８ 岩川　貴恵 販売 猫(繁殖用３頭）、マウス（繁殖用２５匹）、ラット

（繁殖用１５匹）、ヤワゲネズミ（繁殖用６匹）

ヘビ（繁殖用４匹）、トッケイヤモリ（繁殖用

４匹）

200327 2016年04月06日 小川　香壽美子 エグランティヌ葉山（Eglantine Hayama） 三浦郡葉山町 長柄７０５－２１８ ビラ葉山Ａ１０２ 小川　香壽美子 販売 猫(ラグドール)　親牡５匹、牝７匹

200328 2021年04月05日 安藤　幸典 こころ犬猫病院 小田原市 久野４５９－１ 安藤　幸典 保管 犬（８頭）、猫（８頭）/日

200329 2021年05月24日 村木　妹 LANI　DAWG 藤沢市 善行７－５－２ 東大門ビル１０２ 村木　妹 保管 犬、猫（５頭/日）

200330 2011年05月18日 株式会社シンテックス 代表取締役　難波　信一 マーブル動物医療センター 藤沢市 石川４－１－６ 笹原　優一 保管 犬（６頭/日）

200331 2021年04月12日 西澤　伊織 Geckoholic 藤沢市 鵠沼橘１－１６－１７ クリオ藤沢セントラルマークス202 西澤　伊織 販売 ヒョウモントカゲモドキ、ハイナントカゲモド

キ、クレステッドゲッコー、ガーゴイルゲッ

コー、セイブシシバナヘビ（年50匹）

210001 2021年04月09日 高橋　敏德 DOG＆CAT SPA BOWWOW BARBER KAMAKURA BASE 鎌倉市 雪ノ下４－１－６ 高橋　敏德 保管 犬、猫（４頭/日）

210002 2016年05月26日 後田　慎吾 箱根強羅　グアムドッグ 足柄下郡箱根町 強羅１３２２－２０ 後田　慎吾 保管 犬（２頭/月）

210003 2016年05月26日 後田　慎吾 箱根強羅　グアムドッグ 足柄下郡箱根町 強羅１３２２－２０ 後田　慎吾 訓練 犬（２頭/月）

210004 2021年05月14日 木村　理恵子 Aloha Dog Shonan 藤沢市 辻堂東海岸１－９－１ 内藤　香奈 保管 犬（３頭/日）

210005 2021年05月11日 株式会社イヌと暮らす 代表取締役　中山　友紀 イヌと暮らす 藤沢市 稲荷１－９－２５－８ 矢野　晶子 保管 犬、猫、うさぎ、リス、ハムスター、モルモット、

フェレット（３～10）

インコ、文鳥、オウム（年に１～２） イグアナ、カメ（年に１～２）

210006 2021年04月09日 関根　理絵 トレーニング＆アニマルシッティング　Sniff－Sniff 藤沢市 本藤沢３－１０－１ 関根　理絵 保管 犬、猫、うさぎ、リス、ハムスター、モルモット、

チンチラ、フェレット（３～５匹）

インコ、文鳥、オウム、十姉妹、フクロウ（３～

５羽）

イグアナ、カメ（３～５匹）

210007 2011年05月13日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト大和店 大和市 渋谷６－６－１ 田中　雅也 販売 犬（２２頭）、猫（３頭）/最大収容数

210009 2011年05月17日 萩原　君野 ルルーム 平塚市 袖ヶ浜１４－１３－２０１ 萩原　君野 保管 犬、猫（３頭/日）

210010 2011年06月10日 有限会社　フィオーレ・ムサ 代表取締役　青山　美治 ケンネル箱根 小田原市 風祭１３４－１ 白洋ビル１F 青山　節 保管 犬（最大24頭）

210011 2011年06月06日 大矢　恵 Ｌａｕｌｅ’ａ　Ｄｏｇ　Ｓｃｈｏｏｌ 鎌倉市 西鎌倉４－１８－５ 大矢　恵 訓練 犬（最大3頭/日）

210012 2021年04月19日 株式会社荒金實業 代表取締役　王　鉱覚 シン　レプタイルズ 鎌倉市 植木１１４－７－１F 王　鉱覚 販売 犬（２頭）、猫（２頭） インコ（２羽）、フクロウ（２羽） トカゲ（20匹）、ヘビ（10匹）

210013 2006年06月09日 安田　栄蔵 ペットショップ　ロペ 高座郡寒川町 岡田１－２３－７ 安田　征史 販売 柴犬（年/15頭）

210014 2006年06月09日 安田　栄蔵 ペットショップ　ロペ 高座郡寒川町 岡田１－２３－７ 安田　征史 保管 柴犬（1日15頭）

210015 2011年06月10日 長野　泰子 ペットシッター　インベ 三浦郡葉山町 上山口１１５３ 長野　泰子 保管 犬、猫　５頭/月

210016 2016年04月22日 瀨下　奏 こゆるぎ海岸どうぶつ病院 中郡大磯町 西小磯２６１－２６ 瀨下　奏 保管 犬、猫、ウサギ（月10頭） インコ（月1羽）

210017 2011年05月10日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモ大和店 大和市 渋谷６－６－１ 荒井　愛 保管 犬(23頭)、猫(2頭)

210018 2021年09月01日 會田　康寛 あいにゃん 伊勢原市 桜台４－１－１６ 會田　康寛 販売 猫（親猫25匹）

210019 2021年04月28日 弓削　理世 いぬのトレーニング　Philia（ピリア） 中郡大磯町 国府新宿５２８－７ 弓削　理世 訓練 犬（３頭/日）

210020 2021年04月28日 弓削　理世 いぬのトレーニング　Philia（ピリア） 中郡大磯町 国府新宿５２８－７ 弓削　理世 保管 犬（３頭/日）

210021 2021年04月26日 株式会社　輝 代表取締役　遠藤　文丈 Le　chien 藤沢市 辻堂１－１６－２０ グランエスポワール３号 池永　千恵 保管 犬（３～４頭/日）

210022 2011年06月14日 株式会社フレイマー 代表取締役　八杉　明博 ホテル凛香　箱根強羅リゾート 足柄下郡箱根町 強羅１３２２－３２ 近藤　幸雄 保管 犬（月約２頭）

210023 2006年06月15日 森　和美 犬の美容室　リンリンハウス 秦野市 横野４１８－３ 森　和美 保管 犬（３０/月）

210024 2021年05月10日 加藤　真紀 Ohana Dog Academy 三浦郡葉山町 下山口１３６１－１ リバーサイド葉山１０３号 加藤　真紀 訓練 犬(最大25頭/日)

210025 2016年06月01日 上田　里美 Wａｎｓ　Sｍｉｌｅｓ 大和市 福田２－１８－１２ 上田　里美 保管 犬（1日最大5頭）
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210026 2016年06月01日 上田　里美 Wａｎｓ　Sｍｉｌｅｓ 大和市 福田２－１８－１２ 上田　里美 訓練 犬（1日最大5頭）

210027 2016年05月11日 谷島　きくえ 鎌倉本舗　ペットシッター寿 鎌倉市 二階堂３３４－２ 鎌倉ピュアハイム２０２ 谷島　きくえ 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット、モルモット、ハムス

ター　６/日

インコ、文鳥、十姉妹　６羽/月

210028 2006年06月09日 下山　曻 下山どうぶつ病院 足柄上郡開成町 延沢２５０２－４ 下山　曻 販売 犬　10頭/年

210029 2021年05月14日 江並　由季子 鎌倉　猫見亭 鎌倉市 雪ノ下１－６－２９ 江並　由季子 展示 猫１０頭以内

210030 2021年05月18日 つきみ野松崎動物病院合同会社 代表社員　松崎　正実 つきみ野　松崎動物病院 大和市 つきみ野４－１１－１４ 松崎　正実 保管 犬、猫（約20頭）

210031 2016年05月31日 水谷　弘子 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　｀ｅｈｕ 藤沢市 大庭５４３４－２２ 水谷　弘子 保管 犬(1日最大5頭）

210032 2021年05月26日 松本　俊子 Ｔｉｆｆａ 愛甲郡愛川町 中津９８３－５ 松本　俊子 販売 エキゾチックショートヘア（親猫８匹）

210033 2007年04月25日 山﨑　伸宏 犬のとこ屋さん　やまざき 小田原市 飯田岡２１９ 山﨑　伸宏 販売 犬（50頭）

210034 2006年06月21日 山﨑　伸宏 犬のとこ屋さん　やまざき 小田原市 飯田岡２１９ 山﨑　伸宏 保管 犬（1頭/日）

210035 2021年05月25日 岩城　茉那実 ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　暖気 小田原市 浜町４－２７－１５ 岩城　茉那実 販売 犬（１頭）

210036 2021年05月25日 岩城　茉那実 ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　暖気 小田原市 浜町４－２７－１５ 岩城　茉那実 保管 犬（３０頭/月）

210037 2016年06月10日 吉田　忠明 まゆみロフト 秦野市 柳町２－１－１８ 吉田　忠明 販売 鳩１０羽/年

210038 2011年05月27日 東　典子 ロータス 大和市 福田１－１９－１ 東　典子 販売 犬（トイプードル２頭）

210039 2011年05月27日 東　典子 ロータス 大和市 福田１－１９－１ 東　典子 保管 犬（２頭/月）

210040 2016年05月20日 株式会社ＺＯＯＫＩＳＳ 代表取締役　島田　和美 だっこして！ＺＯＯ！ 足柄下郡箱根町 元箱根１３９ 名生　綾子 展示 犬59、猫19、ウサギ10、スキニーギニアピッグ１、

ゴールデンハムスター７、チンチラ1、コモンリスザ

ル5、ハリネズミ７、ミーアキャット２、ミニブタ

２、アルマジロ1、カピバラ1、ポニー1、ヒツジ５

インコ3、ハリスホーク2、ミミズク2、フクロウ

3、モモイロペリカン1

ヘビ7、グリーンイグアナ３、カメ２、フトア

ゴヒゲトカゲ３

210044 2011年06月24日 木嶋　美香 ペットサロン　Ｆｏｏｔ　Pｒｉｎｔ 秦野市 戸川５１５－２５ 木嶋　美香 保管 犬、猫（週20頭）

210045 2021年05月20日 株式会社 N.A.S.VETS 代表取締役 奈須　俊介 葉山一色ペットクリニック 三浦郡葉山町 一色１７５８－５ 奈須　典子 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット、モルモット、ハムス

ター、ハリネズミ、チンチラ、デグー（1日5頭）

小型鳥類（月1羽）

210046 2016年07月12日 森田　浩幸 GOLDEN　BAT 綾瀬市 深谷中４－１８－１９ 森田　浩幸 販売 犬（親３頭）

210048 2006年06月19日 杉木　薫 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｈａｕ’ｏｌｉ 平塚市 明石町２３－２３ グリーンコート平塚コンサイト１Ｆ 杉木　薫 保管 犬（7頭/日）

210049 2021年05月31日 株式会社ほけんのドーベル 代表取締役　古賀　淳也 ネクスト照 海老名市 国分寺台四丁目４番８－２号 古賀　淳也 販売 猫（親15匹）、犬（親５頭）

210050 2021年05月26日 川本　将悟 Wander（ワンダー） 愛甲郡愛川町 中津１８１７－２１ 川本　将悟 保管 犬（７頭/日）

210051 2021年05月26日 川本　将悟 Wander（ワンダー） 愛甲郡愛川町 中津１８１７－２１ 川本　将悟 訓練 犬（７頭/日）

210052 2006年06月15日 村山　義則 村山動物病院　ペットサロンムラヤマ 小田原市 新屋１４１－４ 村山　義則 保管 犬（３頭/日）、猫（１匹/月）

210053 2016年07月12日 齊藤　佑佳 ナショナルトレジャー犬舎 綾瀬市 深谷中４－１８－１９ 齊藤　佑佳 販売 犬（親５頭）、ハムスター（３匹）

210054 2006年07月10日 石井　優子 ベル　アミー 藤沢市 渡内２－７－１ 石井　薫 保管 犬、猫（最大収容頭数8頭）

210055 2021年05月28日 佐々木　美保子 Chokorinko　House　チョコリンコハウス 平塚市 黒部丘２６－１５ ミーツハオスA１０２ 佐々木　美保子 保管 犬、猫（３～４頭/日）

210056 2016年07月05日 土屋　久美 マリー 小田原市 扇町２－１９－９ 土屋　久美 保管 犬、猫、ハムスター、フェレット、うさぎ（約3頭/

日）

インコ類、オウム類、フィンチ類、フクロウ（1

回/週）

カメ類、トカゲ類、ヘビ類（1回/月）

210057 2016年07月05日 土屋　久美 マリー 小田原市 扇町２－１９－９ 土屋　久美 訓練 犬（1頭/日）

210058 2006年06月15日 陣内　美子 ドッグサロン・ドギーバーバー 鎌倉市 七里ガ浜東１－３－１４ 陣内　美子 保管 犬（一日最大１０匹）

210059 2006年07月05日 𠮷川　詠子 ドッグサロンPooch 座間市 入谷西５－４９－２０ 𠮷川　詠子 保管 犬（４頭/日）

210060 2021年06月07日 伊藤　めぐみ One　STORY 大和市 深見２１９０－１ 伊藤　めぐみ 販売 犬（親犬８匹）

210061 2011年05月31日 鮫島　秀一 ペットシッター・バル 足柄上郡開成町 吉田島４３０３－４ 鮫島　秀一 保管 犬、猫、フェレット、うさぎ、ハムスター(1日最大

各10頭)

インコ類（10匹/日） カメ、ヘビ、トカゲ（10匹/月）

210062 2016年07月14日 荒木　由起子 チロルファミリー湘南 茅ヶ崎市 南湖３－５－２６ 荒木　由起子 販売 犬（チワワ３～５頭/年）

210063 2016年06月30日 佐藤　結茉 犬のとこやさん　ユーリ 平塚市 御殿１－２７－３２ 佐藤　結茉 保管 犬（3頭/日以下）

210064 2016年06月27日 織田　良子 はなこ 秦野市 曽屋１７２２－６８ 織田　良子 販売 猫（親５匹）

210065 2006年07月03日 岩井　美樹 Boulder　Dog　Training　School 厚木市 上依知２７５０－３ 岩井　美樹 訓練 犬（５頭/１日）

210066 2021年06月07日 河津　裕美 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　犬道 厚木市 山際１０５６－７ 河津　裕美 販売 犬（10頭／年）

210067 2021年06月07日 河津　裕美 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　犬道 厚木市 山際１０５６－７ 河津　裕美 保管 犬（30頭／月）

210068 2021年05月27日 熊澤　剛 熊澤　剛 平塚市 南金目１０９６ 熊澤　剛 販売 猫（親４０頭）

210069 2006年07月27日 熊澤　剛 金目ペットセンター 平塚市 南金目９２５ 栗田　勝 販売 犬（７頭）

210070 2006年07月19日 井上　春雄 潮風繁殖所 三浦市 南下浦町上宮田１１６２ 井上　春雄 販売 犬（親3頭）

210071 2006年06月16日 間瀬　裕子 SHONAN YUKO JP 平塚市 御殿４－１１－２０ 間瀬　裕子 販売 犬（親犬３頭）

210072 2016年06月14日 飯田　友美 トリミングルーム　Ａｎｊｉｎｇ 高座郡寒川町 宮山１２６９－２０ 飯田　友美 保管 犬４頭/日

210073 2016年06月24日 渡邊　由紀子 Legare 中郡大磯町 西小磯２６１－２６ 渡邊　由紀子 保管 犬（５匹/日）

210077 2016年06月16日 切田　美奈子 シニア　ライフ　サポート　チェリー 海老名市 東柏ヶ谷６－１－９ 切田　美奈子 展示 犬2匹

210078 2006年06月30日 有限会社　FRANK　AND　EASY 代表取締役　小林　光一 エスポット小田原店ペットショップ　Ｄｏｇｇｙ　Ｓｔ

ｙｌｅ

小田原市 前川１２０ 小林　光一 販売 犬猫（20）うさぎ（2）モルモット（2）ハムスター

（20）

インコ（20）フィンチ（20） カメ（5）イモリ（10）

210079 2006年06月30日 有限会社　FRANK　AND　EASY 代表取締役　小林　光一 エスポット小田原店ペットショップ　Ｄｏｇｇｙ　Ｓｔ

ｙｌｅ

小田原市 前川１２０ 小林　光一 保管 犬猫（6）うさぎ（2）ハムスター（2）モルモット

（2）

インコ、文鳥類（2）

210080 2021年07月06日 荻島　百合子 トリミングサロン　JOA 小田原市 曽比１７９２　１－１０－D 荻島　百合子 保管 犬（３～４頭/日）

210081 2016年06月17日 株式会社ココット 代表取締役　青木　淳二 トリミングサロン　Ｃａｌｉｎｅ（カリン） 平塚市 達上ヶ丘７－１９ ハイパレスⅠ‐１０１ 西　遥奈 販売 犬（月2頭）

210082 2016年06月17日 株式会社ココット 代表取締役　青木　淳二 トリミングサロン　Ｃａｌｉｎｅ（カリン） 平塚市 達上ヶ丘７－１９ ハイパレスⅠ‐１０１ 西　遥奈 保管 犬（1日5頭）

210083 2016年06月16日 桜井　大樹 さくら工房　本店 綾瀬市 小園１４６７－３３ 桜井　大樹 販売 猫（親28匹）

210084 2016年06月16日 桜井　大樹 さくら工房　本店 綾瀬市 小園１４６７－３３ 桜井　大樹 保管 猫（５件/年）

210085 2006年06月28日 相良　有里 リリエンドッグスクール 藤沢市 鵠沼海岸７－１１－２３ 相良　有里 訓練 犬（約５頭/日）

210086 2016年06月20日 内山　順子 ドッグライフサポート「Ｐｕｆｕｌｕ」 秦野市 南矢名１１３０－１０９ 内山　順子 保管 犬・猫（3頭/月）

210087 2016年06月20日 内山　順子 ドッグライフサポート「Ｐｕｆｕｌｕ」 秦野市 南矢名１１３０－１０９ 内山　順子 訓練 犬（4頭/月）

210088 2016年07月08日 佐藤　智代 わん　ルーム 足柄上郡山北町 岸３４４－７ 佐藤　智代 保管 犬（２０頭/月）

210089 2006年06月26日 今井　勝美 ドッグビューティー　ポピー 平塚市 入野１６９－１ 今井　香枝子 保管 犬（40/月）

210090 2006年06月20日 有限会社　クラヤペット産業 代表取締役　鈴木　正実 ペットランド　クラヤ 平塚市 札場町１２－１６ 鈴木　正実 販売 犬（20）、猫（90）/年

210091 2006年06月20日 有限会社　クラヤペット産業 代表取締役　鈴木　正実 ペットランド　クラヤ 平塚市 札場町１２－１６ 鈴木　正実 保管 犬（30）、猫（5）、ウサギ（２）、ハムスター

（2)/月

セキセイインコ、オカメインコ、十姉妹、文鳥　

カナリヤ(5/月)

カメ（３）

210092 2006年08月02日 大塚　まり子 クリスタル　マリコ 藤沢市 遠藤９３８－１９ 大塚　まり子 販売 犬（２１頭）

210093 2021年06月30日 春日　絵里子 Dog salon ivy 座間市 入谷西５－５０－１ 藤ビル２F 春日　絵里子 保管 犬（６頭/日）

210094 2021年06月18日 持田　利之 樹上百珍 藤沢市 辻堂５－２０－１９ 日総浜見マンション４０３ 持田　利之 販売 トカゲ（10）、ヤモリ（10）、ヘビ（10）等

210095 2021年06月18日 内田　孝由 綾瀬乗馬クラブ 綾瀬市 上土棚中４－３－４８ 内田　好彦 保管 馬（２５頭）

210096 2021年06月18日 内田　孝由 綾瀬乗馬クラブ 綾瀬市 上土棚中４－３－４８ 内田　好彦 展示 馬（２５頭）

210097 2011年06月29日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモ秦野店 秦野市 入船町１２－１ イオン秦野店内 飯田　惠 保管 犬(32頭）、猫（6頭）

210098 2006年08月10日 福島　惠子 Ｋ.Ｉ.Ｋ.ベタリナリー･クリニック 大和市 中央林間５－１１－５ 福島　惠子 保管 犬、猫（２～３頭/日）

210099 2006年06月23日 犬山　一美 ペットサロン　ペペ 茅ヶ崎市 小和田３－１－２４ 犬山　一美 販売 犬（ヨークシャーテリア）（60/年）
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210100 2006年06月23日 犬山　一美 ペットサロン　ぺぺ 茅ヶ崎市 小和田３－１－２４ 犬山　一美 保管 犬トリミング（180/月）、ホテル（3～5/月）

210101 2006年08月02日 奥山　由記 ＣＲＥＥＫ　ＫＥＮＮＥＬ 大和市 中央林間８－１２－１５ 奥山　由記 販売 犬(フラットコーテッドレトリーバー)親犬３頭

210102 2006年08月02日 奥山　由記 ＣＲＥＥＫ　ＫＥＮＮＥＬ 大和市 中央林間８－１２－１５ 奥山　由記 保管 犬(フラットコーテッドレトリーバー)(３頭/年)

210103 2006年07月25日 坂田　二郎 天然記念物　柴犬研究会　あしがら犬舎 南足柄市 塚原４８７１－４５ 坂田　二郎 販売 親犬３頭（柴犬）

210104 2006年07月25日 坂田　二郎 天然記念物　柴犬研究会　あしがら犬舎 南足柄市 塚原４８７１－４５ 坂田　二郎 保管 犬（5～6頭/年）

210105 2006年06月26日 小林　英子 ＧＯＱＯＯ 綾瀬市 吉岡１６５７ 小林　則明 販売 猫（15匹）

210106 2021年06月18日 山西　常彦 Dog Training　こたろう 藤沢市 湘南台２－８－６ ソラシア湘南台アクトテラス５０２ 山西　常彦 訓練 犬（５頭/日）

210107 2021年06月22日 大森　愛 LiANGE 海老名市 東柏ヶ谷３－１７－１６ ギャラリーさがみ野１０２ 大森　愛 販売 犬（１０頭/月）

210108 2021年06月22日 大森　愛 LiANGE 海老名市 東柏ヶ谷３－１７－１６ ギャラリーさがみ野１０２ 大森　愛 保管 犬（２～３頭/日）

210110 2006年08月16日 鍋島　友行 ペットの広場　つくしふぁみりー 座間市 東原１－２－４１－１ 鍋島　友行 販売 犬（１頭/年）、猫（５頭/月）、うさぎ・ハムス

ター（１頭/年）

アヒル、鶉、鶏、インコ、文鳥（２羽/年） 亀、蛇、トカゲ（１匹/年）

210111 2021年06月23日 鷲山　昇 材木座どうぶつの病院 鎌倉市 材木座５－９－３４ 鷲山　昇 保管 犬、猫、フェレット(最大14頭/日）

210112 2006年07月25日 小俣　ゆみ子 犬ぐるみ 大和市 南林間１－１１－８ 小俣　ゆみ子 保管 犬（最大５頭/日）

210113 2006年07月25日 小俣　ゆみ子 犬ぐるみ 大和市 南林間１－１１－８ 小俣　ゆみ子 訓練 犬（最大５頭/日）

210114 2011年07月27日 佐藤　恵美 ペットシッター　しっぽ屋 平塚市 松風町６－９ 佐藤　恵美 保管 猫（3匹/回）

210115 2006年07月19日 河野　優 Ｖａｎｉｌｌａ（中津店） 愛甲郡愛川町 中津３４０９ 一本松ハイツⅢ　１Ｆ 杉本　真由美 保管 犬（200頭/月）

210116 2016年07月04日 藤原　孝 ペットシッターサービス　こころ 綾瀬市 早川１５５４－６ 藤原　孝 保管 犬16、猫16、フェレット2、ウサギ2、ネズミ2/日

210117 2021年07月06日 有限会社　柴崎工業所 代表取締役　柴﨑　雅司 有限会社　柴崎工業所 (ペット事業部）M.S.Y 

FURENCHBURU JP

綾瀬市 吉岡東５－７－２２ 柴﨑　雅司 販売 犬（フレンチブルドッグ専門）親１７頭

210118 2021年07月06日 有限会社　柴崎工業所 代表取締役　柴﨑　雅司 有限会社　柴崎工業所 (ペット事業部）M.S.Y 

FURENCHBURU JP

綾瀬市 吉岡東５－７－２２ 柴﨑　雅司 保管 犬１２頭/年

210119 2006年08月03日 平塚市長　落合　克宏 平塚市総合公園　ふれあい動物園 平塚市 大原１－１ 総合公園管理事務所 大越　知美 展示 ポニー5、ヤギ7、ウサギ10、ヒツジ4、リスザル8、

タヌキ2、カピバラ1、シマリス1

シチメンチョウ1、アヒル2、チャボ3、インコ8、

ホロホロ鳥1、ガチョウ3、カモ2

カメ2

210120 2006年07月10日 山口　茂 ワンちゃん美容室　CREAM 足柄下郡湯河原町 中央３－１１－１ 山口　茂 保管 犬（６頭/日）、猫（２匹/年）

210122 2021年07月07日 江浪　麻里子 Paws in Harmony 鎌倉市 大町４－８－５ 江浪　麻里子 訓練 犬(5頭/日）

210123 2021年07月07日 江浪　麻里子 Paws in Harmony 鎌倉市 大町４－８－５ 江浪　麻里子 保管 犬(5頭/日）

210124 2016年07月13日 今村　靖宏 今村ケンネル 愛甲郡愛川町 中津２４３４－７ 今村　靖宏 販売 犬（親40頭）

210125 2016年07月13日 今村　靖宏 今村ケンネル 愛甲郡愛川町 中津２４３４－７ 今村　靖宏 保管 犬（６頭/月）

210127 2006年07月26日 土倉　智子 ペットシッターＳＯＳ　横須賀葉山店 逗子市 久木４－１３－１ 土倉　智子 保管 犬、猫、小動物　２頭/日 インコ・フィンチ等　２羽/月

210128 2016年07月13日 株式会社ＦＵＮ・ＵＰ 代表取締役　秋田　青空 Ｓｈａｍｐｕｐｕ 厚木市 恩名１－９９－１ 秋田　青空 保管 犬（30頭/月）

210129 2021年07月12日 平井　優子 シエンデ・マーサーズ 小田原市 東町１－３０－１８ 平井　優子 販売 犬（親1頭）

210130 2021年07月19日 株式会社ＶＡＬ 代表取締役　今子　恒男 ペットケアハウス「わんこのうち中海岸」 茅ヶ崎市 中海岸４－６－１２ 今子　美佳 保管 犬（10/日）

210131 2021年07月19日 株式会社ＶＡＬ 代表取締役　今子　恒男 ペットケアハウス「わんこのうち中海岸」 茅ヶ崎市 中海岸４－６－１２ 今子　美佳 訓練 犬（5/日）

210132 2021年07月19日 株式会社ＶＡＬ 代表取締役　今子　恒男 ペットケアハウス「わんこのうち中海岸２」 茅ヶ崎市 中海岸３－８－６９ 今子　美喜子 保管 犬（最大10頭）

210133 2006年09月01日 小山　舞子 散歩屋 茅ヶ崎市 元町１５－２３ 小山　舞子 保管 犬、猫（最大10頭）

210134 2006年09月11日 内田　里絵子 タナカ　ドッグ　トレーニング 茅ヶ崎市 柳島２－１１－８ 内田　里絵子 訓練 犬（１日6頭）

210135 2016年08月15日 滝野　美里 Road 座間市 相模が丘２－２８－１－２ 滝野　翔太 販売 ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ30匹、 ﾎﾞｰﾙﾊﾟｲｿﾝ10匹

210136 2021年07月19日 飯岡　香織 ＨＡＲＬＥＹ 綾瀬市 寺尾西３－９－１０－７ 飯岡　香織 保管 犬（１日１頭）

210137 2021年07月27日 株式会社ＦＵＮ・ＵＰ 代表取締役　秋田 青空 Ｓｈａｍｐｕｐｕ 厚木市 恩名１－９９－１ 秋田　青空 訓練 犬（１０頭/日）

210138 2016年09月09日 Artemis株式会社 代表取締役　廣瀬　美夜子 マミーズパウ湘南事務所 藤沢市 辻堂５－５－１４ 西村　祥子 保管 犬、猫（１０頭/日）

210139 2016年07月28日 武井　浩計 ＴＡＫＥＩ　Ｄｏｇ　Ｓｃｈｏｏｌ 茅ヶ崎市 堤１番地１－１６－１０２ 武井　浩計 訓練 犬（4～5頭/日）

210140 2006年09月07日 千葉　毅 千葉動物病院 綾瀬市 小園１４０５－５ 千葉　毅 保管 犬、猫 （最大飼養保管数23頭）

210142 2016年08月01日 高橋　博 ペットシッター　Ｆｉｖｅ　Ｄｏｇｓ 藤沢市 本鵠沼４－１６－２７ 高橋　博 保管 犬、猫（2～3頭/日）

210144 2006年09月05日 百戸　明子 愛犬の美容室 厚木市 鳶尾１－２５－１１　 小林方 百戸　明子 保管 犬（3頭/日）

210145 2016年08月24日 武井　希 ペットサロン　ピロ 茅ヶ崎市 堤７５２－３ 武井　希 保管 犬、猫（４頭/日）

210146 2011年08月31日 塩谷　香織 かまくら犬と猫の病院 鎌倉市 御成町１２－２８ 塩谷　香織 保管 犬、猫（合計7頭/最大収容数）

210147 2021年08月11日 株式会社KAC 代表取締役　佐藤　雄亮 かい動物クリニック 海老名市 上今泉３－８－６ 佐藤　美穂 保管 犬21頭（最大）、猫最大6頭

210148 2006年09月28日 北原　忠雄 きたはら動物病院 小田原市 国府津２４９１－１４ 北原　尚子 保管 犬１頭/日、猫３頭/年

210149 2021年08月12日 遠藤　美咲 個室型猫カフェ　にゃんご 茅ヶ崎市 南湖４－２－３０ 遠藤　美咲 展示 猫（８頭）

210150 2021年08月13日 齋藤　利奈 ペルシャ専科 小田原市 南町３－４－３９ エステートさいかちB-1 齋藤　利奈 販売 猫（ペルシャ12匹）、（ミヌエット4匹）、（マン

チカン1匹）

210151 2006年09月28日 神山　知代子 ＭＴＥＸ 藤沢市 下土棚２３７－１１ 神山　知代子 訓練 犬　１０～２０/月

210152 2006年09月27日 高橋　尊 ＡＤＶＡＮＣＥフィッシュ高橋 秦野市 柳町２－４－１ 高橋　尊 販売 セキセイインコ、十姉妹（10羽） カメ（２匹）

210153 2006年08月29日 有限会社　スーマース 代表取締役　相馬　達也 スーマースペットショップ　平塚店 平塚市 田村５－３－６ ペットフォレスト湘南平塚店内 山﨑　由美子 販売 犬１５、猫7/月

210154 2011年08月19日 林　由丈 大井松田乗馬クラブ 足柄上郡大井町 柳１７２ 林　泰典 展示 馬（10頭）

210155 2006年08月23日 林　由丈 大井松田乗馬クラブ 足柄上郡大井町 柳１７２ 林　泰典 保管 馬（月13頭）

210156 2006年09月11日 三並　公香 ドッグサロン　kiki 大和市 上和田１８２３－２３ 三並　公香 保管 犬（1日2頭）

210157 2021年08月23日 株式会社石川企画 代表取締役　脇田　正俊 株式会社石川企画 足柄下郡湯河原町 宮上７７３－２８３ 脇田　正俊 販売 リクガメ３～10頭（現有3頭）

210158 2006年08月29日 有限会社　スーマース 代表取締役　相馬　達也 スーマースペットショップ　藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－１－１ 湘南モールフィル２Fペットフォレスト藤沢店内大木　佐祐 販売 犬２０頭、猫１０頭

210159 2021年08月27日 下田　千絵 ｍｏｊａ_ｒｕｎｒｕｎ 藤沢市 菖蒲沢１１９２－５ 下田　千絵 保管 犬（５頭以下）

210160 2021年08月27日 合同会社BASECAMP 代表社員　和田　勝良 bondroom（ボンドルーム） 藤沢市 湘南台１－４２－４ アビュータス湘南台１F 和田　勝良 販売 ネズミ（20匹） ヤモリ（80匹）、カメ（20匹）、トカゲ類（20

匹）

210161 2021年08月27日 合同会社BASECAMP 代表社員　和田　勝良 bondroom（ボンドルーム） 藤沢市 湘南台１－４２－４ アビュータス湘南台１F 和田　勝良 展示 ネズミ（20匹） ヤモリ（80匹）、カメ（20匹）、トカゲ類（20

匹）

210162 2006年09月26日 草柳　彰利 動物病院　ペットクリニック・アキ 秦野市 若松町５－７ 草柳　彰利 保管 犬･猫１０/月 インコ・文鳥１０羽/年

210163 2006年10月10日 山崎　理恵 キャットシッターズ湘南 藤沢市 鵠沼石上３－４－１　 サンライフ鵠沼１０２号 山崎　理恵 保管 猫６頭/年

210164 2021年08月27日 遠藤　千亜希 Ｄｏｇ’ｓ　Ｓａｌｏｎ　まめつぶ 座間市 座間１－３３９９－３ 遠藤　千亜希 保管 犬　３～5頭/日

210165 2006年09月14日 狩野　仁 ポロロッカ足柄 南足柄市 狩野１２７－２ 狩野　仁 販売 ウサギ（6）、フクロモモンガ（10)、ハリネズミ

(5)、ハムスター（80）

インコ（10）、文鳥（10） リクカメ（6）、ヌマガメ（3）、トカゲモドキ

（10）、トカゲ（２）

210166 2016年08月30日 株式会社なかたに動物病院 代表取締役　中谷　和男 なかたに動物病院 南足柄市 怒田2825-8 相原　佳奈 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット（計100頭/月） セキセイインコ（1羽/月） ミドリガメ、クサガメ（1匹/6月）

210167 2011年09月28日 藤田　実 藤田動物病院 平塚市 宮松町６－６ 藤田　実 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター　最大２０頭 インコ類、文鳥　最大５羽

210168 2006年09月13日 増田　奈津子 いぬ工房 足柄下郡湯河原町 吉浜１９０４－９ 増田　奈津子 保管 犬（１日３～５匹）、猫（年間６匹）

210169 2016年08月29日 株式会社ＢＥＳＴ　ＣＲＯＷＤ 代表取締役　齋藤　亜希子 ＤＯＧ　ＦＲＥＡＫＳ　座間店 座間市 相武台１－３９－３４ サンロードビル１階-Ｂ 塩田　眞絵 保管 犬（月100頭）

210170 2011年10月07日 廣田　亜希子 ぷっちわん 大和市 鶴間２－１－２０ 廣田　亜希子 保管 犬（4～6頭/日）

210171 2016年09月21日 株式会社ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラスららぽーと湘南平塚店 平塚市 天沼１０－１ 深澤　太嘉弘 販売 犬18頭、猫3頭

210172 2016年09月21日 株式会社ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラスららぽーと湘南平塚店 平塚市 天沼１０－１ 深澤　太嘉弘 保管 犬２頭、猫１頭

210173 2016年09月21日 株式会社ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラスららぽーと湘南平塚店 平塚市 天沼１０－１ 深澤　太嘉弘 貸出し 犬18頭、猫3頭

210174 2006年10月25日 矢口　剛 犬の出張シャンプー屋さん　サンタ相模が丘店 座間市 相模が丘１－２７－２２－３０６ 矢口　剛 保管 犬（１/日 ）（最大５頭）

210175 2006年09月25日 伊庭　千賀子 トリミングルーム　シャンプー 座間市 ひばりが丘３－１８－２ 伊庭　千賀子 保管 犬（１～２頭/日）
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210176 2016年09月07日 佐藤　学 ETABON 高座郡寒川町 一之宮３－３８－１６ 佐藤　学 保管 犬（１０頭/月）

210177 2016年09月07日 佐藤　学 ETABON 高座郡寒川町 一之宮３－３８－１６ 佐藤　学 訓練 犬（１０頭/月）

210178 2021年09月06日 小久保　由美恵 ｄｏｇ ｓａｌｏｎ ｐｕａ ｐｕａ 鎌倉市 笛田６－１９－４４ 小久保　由美恵 保管 犬（１日２頭）

210179 2021年09月07日 ファースト泉合同会社 代表社員　徐珊華 猫カフェ　クラウド　城廻店 鎌倉市 城廻１２３－１ 301号　302号 馬　釗 販売 猫　最大50頭

210180 2021年09月07日 ファースト泉合同会社 代表社員　徐珊華 猫カフェ　クラウド　城廻店 鎌倉市 城廻１２３－１ 301号　302号 馬　釗 展示 猫　最大50頭

210181 2016年09月06日 及川　研一郎 Ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ　Ｍｕｔａｎｔ 厚木市 旭町３－２－１０ 及川　研一郎 販売 ベンガルキャット（２匹） パイソン系（３０）、トカゲ系（３０）、ヤモ

リ系（３０）

210182 2021年09月02日 田原　恵美子 Dog SaLon RyuLuna 藤沢市 大鋸９３６－３５ 田原　恵美子 保管 犬猫（週10頭）

210183 2016年09月30日 北村　裕介 ふじさわ街道動物病院 藤沢市 亀井野３－１－５ 北村　裕介 保管 犬（30頭/週）、猫（4頭/週）、うさぎ（2羽/月）

210184 2011年10月06日 藤巻　美好 ＷＩＳＴＥＲＩＡ 小田原市 扇町５－２２－４ 藤巻　美好 販売 犬（親11頭）（販売3頭/年）

210185 2021年10月13日 中嶋　尚子 Dog Salon & Cafe Chez nous 藤沢市 片瀬海岸１－４－１１ 原　未希 保管 犬３～4頭/日

210186 2006年09月28日 有限会社　森山動物病院 取締役　森山　保也 有限会社　森山動物病院 三浦市 三崎町諸磯４２－６ 森山　保也 保管 犬（１０/月）、猫（１０/月）

210187 2016年09月15日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモららぽーと湘南平塚店 平塚市 天沼１０－１ ららぽーと湘南平塚店１階 高柳　麻衣 保管 犬23頭、猫２頭/日

210188 2006年11月01日 有限会社　ささき動物病院 取締役　佐々木　顯正 (有)ささき動物病院 中郡二宮町 二宮１２６９－１０ 佐々木　顯正 保管 犬、猫(１６頭）/日

210189 2016年10月27日 原田　俊彦 マドンナリリー　ラグドール湘南 藤沢市 辻堂東海岸３丁目５－２０ 原田　俊彦 販売 猫（ラグドール）15匹（親６匹）

210190 2006年10月13日 有限会社　菊地商事 代表取締役　奥津　久史 きくちペット　南足柄本店 南足柄市 塚原１９３４ 奥津　明美 販売 猫（20頭/月）

210191 2006年10月13日 有限会社　菊地商事 代表取締役　奥津　久史 きくちペット　南足柄本店 南足柄市 塚原１９３４ 奥津　明美 保管 犬、猫（1～3頭/日）

210192 2006年10月03日 豊嶋　朋華 犬の移動シャンプー　はなこ 愛甲郡愛川町 半原２６８５ 豊嶋　朋華 保管 犬（25頭/月）

210193 2016年09月23日 髙橋　由貴子 cawaiicat 茅ヶ崎市 東海岸南１－１０－２３ 髙橋　由貴子、髙橋　啓史 販売 親猫８匹(メインクーン)

210194 2021年09月14日 中尾　浩 StoneReptile 座間市 相武台４－１４－１６ 中尾　浩 販売 小型の哺乳類（ネズミ類）１００ トカゲ１００　蛇１００

210195 2011年10月27日 三冨　友理 ｃｈｅｅｒｓ 座間市 入谷西５－２６－２ 三冨　友理 保管 犬(15～20頭/月)

210196 2021年09月24日 加藤　和美 かとう 厚木市 上落合２１４－１ 加藤　和美 販売 二ホンイシガメ（４３）、ミナミイシガメ

（２）、クサガメ（１）、ミシシッピアカミミ

ガメ（１）、セマルハコガメ（１）

210197 2006年09月29日 長谷川　和史 長谷川訓練所 茅ヶ崎市 萩園２２１９－１０ 長谷川　和史 訓練 犬１～２頭/年

210198 2006年10月31日 有限会社　関水獣医科病院 代表取締役　関水　潔 関水動物病院 大和市 福田７－６－２１ 関水　潔 保管 犬(１８頭）、猫（６頭）/日

210199 2016年10月12日 髙見　広海 ことりのおうち 藤沢市 高倉６４１－５ 髙見　広海 販売 ハリネズミ（５匹/年） インコ、オウム、フィンチ(70羽/年) カメ（２匹/年）

210200 2016年10月12日 髙見　広海 ことりのおうち 藤沢市 高倉６４１－５ 髙見　広海 保管 ハリネズミ、ハムスター(５匹/年) インコ、オウム、フィンチ（20羽/年） カメ（２匹/年）

210201 2021年09月27日 武井　武 ミートピア 愛甲郡愛川町 中津３３２８－１５ 武井　武 販売 犬(5）猫（3）フクロモモンガ(10）ミーアキャット

（2）デグー(3）

セキセイインコ(2）猛禽類（1） ヒョウモントカゲモドキ(2）ボールパイソン

（2）ヘビ・トカゲ類(2）

210202 2016年10月25日 川﨑　美華 LYCKA 藤沢市 下土棚２６０－９ 小野店舗C号室 川﨑　美華 保管 犬４～５頭/日

210203 2011年10月12日 小野　裕美子 Ｒｅｄ　Ｓｃｈａｌｋ 茅ヶ崎市 高田１－１－６ 小野　裕美子 保管 犬（5匹/日）

210204 2021年10月01日 吉井　治子 ＴＯＰＡＺ　ＫＥＮＮＥＬ 三浦郡葉山町 長柄１４６０－５５ 吉井　治子 販売 犬（10頭/年）

210205 2021年10月01日 吉井　治子 Paw Paw Paw'ｓ 三浦郡葉山町 長柄１４６０－５５ 吉井　治子 保管 犬（５頭/日）

210206 2021年09月27日 一般社団法人　ドッグセラピーいぬと

も

代表理事　饗場　かおり 一般社団法人　ドッグセラピーいぬとも 藤沢市 弥勒寺４－１４－１５ 饗場　かおり 展示 犬2頭

210207 2006年10月05日 藤堂　あゆみ ドッグクリエイターノア 藤沢市 鵠沼海岸２－１７－２２ 藤堂　あゆみ 保管 犬（２００頭/月）

210208 2006年10月05日 藤堂　あゆみ ドッグクリエイターノア 藤沢市 鵠沼海岸２－１７－２２ 藤堂　あゆみ 訓練 犬（10頭/年）

210209 2016年10月14日 迫　厚子 Cat sitter petit　キャットシッター　プチ 茅ヶ崎市 小和田３－８－１２ プランヴェール湘南茅ヶ崎７０７号 迫　厚子 保管 猫７匹/月　犬3頭/月 文鳥１羽/年

210210 2016年10月25日 清水　幸枝 PetSalonKuu（ペットサロンクゥ） 綾瀬市 早川１３５９ 清水　幸枝 保管 犬　5頭/日

210212 2006年10月27日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト秦野店 秦野市 入船町１２－１ 安藤　彩香 販売 犬（21頭/月）、猫（8匹/月）

210213 2011年10月18日 島本　美好 トリミング・ホリスティック　犬の駅 茅ヶ崎市 矢畑３３３－２ 島本　美好 保管 犬・猫（1日２頭）

210214 2006年10月27日 ペッツファースト株式会社 代表取締役　正宗　伸麻 ペッツファースト茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 茅ヶ崎２－７－７１ 下田　紗耶加 販売 犬（20頭）、猫（6頭）

210215 2006年10月20日 有限会社　総合ペット・トリトン 代表取締役　荻原　俊昭 有限会社　総合ペット・トリトン 大和市 南林間２－１３－１ 荻原　智子、荻原　俊昭 販売 猫:親32頭、犬:2頭

210216 2006年10月20日 有限会社　総合ペット・トリトン 代表取締役　荻原　俊昭 有限会社　総合ペット・トリトン 大和市 南林間２－１３－１ 荻原　智子、荻原　俊昭 保管 犬・猫（30頭/週）

210218 2016年10月04日 株式会社　コーワペッツコーポレー

ション

代表取締役　服部　章平 ペットプラザ　鎌倉大船店 鎌倉市 岡本1188－１ 野場　慎司 販売 ウサギ15羽、ハムスター60匹、フェレット5匹、モ

ルモット5匹、チンチラ4匹、ハリネズミ科5匹、

ラット5匹、マウス5匹、モモンガ3匹、デグー4匹

インコ科23羽、オウム科3羽、カエデチョウ科13

羽、フクロウ科2羽、

イシガメ科1５匹、アガマ科10匹、ナミヘビ科5

匹、リクガメ科5匹、ヤモリ科1５匹、カメレオ

ン科3匹、トカゲ科5匹

210219 2006年10月02日 鈴木　清 犬の専門店　しんのーえん 厚木市 愛甲１９０７ 鈴木　清 販売 犬80頭/年

210220 2006年10月02日 鈴木　清 犬の専門店　しんのーえん 厚木市 愛甲１９０７ 鈴木　清 保管 犬150頭/年

210221 2012年08月01日 鈴木　清 犬の専門店　しんのーえん 厚木市 愛甲１９０７ 鈴木　清 貸出し 犬５頭/年

210222 2011年10月12日 岩本　一輝 日本ペットシッターサービス茅ヶ崎店　ねこや 茅ヶ崎市 円蔵２２２９－３ 岩本　一輝 保管 犬、猫、うさぎ、ハムスター、フェレット(各5頭/1

日最大数)

インコ、アヒル(各5羽/1日最大数) イグアナ、ヘビ(各5匹/1日最大数)

210223 2006年10月06日 堺谷　章 Ｐｕｐｐｙ　Ｉｓｌａｎｄ 茅ヶ崎市 共恵１－１０－２３ 堺谷　章 販売 犬(100頭)

210224 2016年10月18日 梅田　敦子 ペットシッターサービス　Bee-chan　湘南藤沢 藤沢市 稲荷１－９－１４－８ 梅田　敦子 保管 犬（10)猫(20)ウサギ(5)ハムスター(5)リス（5）モル

モット（5)フェレット(5)ハリネズミ(5)モモンガ(5)

チンチラ(5)/日　最大

小鳥(10)/日　最大

210227 2011年11月25日 矢野　正雄 鷹　商 藤沢市 葛原１５３１－２ 矢野　栄子 販売 フクロウ(9)、鷹（2）

210228 2016年11月22日 尾坂　貴 鳥の遊び場　鳥楽園 茅ヶ崎市 浜之郷５５１－１ 尾坂　貴 展示 インコ・オウム30羽/年

210229 2016年11月22日 尾坂　貴 鳥の遊び場　鳥楽園 茅ヶ崎市 浜之郷５５１－１ 尾坂　貴 販売 インコ・オウム30羽/年

210230 2016年11月22日 尾坂　貴 鳥の遊び場　鳥楽園 茅ヶ崎市 浜之郷５５１－１ 尾坂　貴 保管 インコ・オウム10羽/年

210231 2016年10月07日 株式会社クリスタルコーポレーション 代表取締役　新井　孝 Trimming Salon CRAYON 大和市 下鶴間２－１１－８ 新井　美和 保管 犬（5頭/日）

210232 2006年11月21日 有限会社　あすなろ動物病院 代表取締役　小島　健太郎 あすなろ動物病院 愛甲郡清川村 煤ヶ谷１４８ 工藤　李紗 保管 犬・猫（５～６頭/日）

210233 2021年10月18日 石井　誠一 石井動物病院 足柄上郡山北町 皆瀬川２１５９ 石井　誠一 販売 犬８頭/年

210234 2021年10月19日 羽賀　夕子 キャトラン 厚木市 下川入３１６－４ 羽賀　夕子 保管 犬・猫（５～６頭/日）

210235 2021年10月19日 羽賀　夕子 キャトラン 厚木市 下川入３１６－４ 羽賀　夕子 展示 犬・猫（５～６頭/日）

210236 2006年11月24日 原　緑 犬のお風呂やさん　シャンプーハウス　ベティ 綾瀬市 綾西１－４－６ 原　緑 保管 犬(９０頭)、猫（１頭）/月

210237 2011年11月04日 折戸　春美 ペットシッターもこな 座間市 ひばりが丘３－５７ エステ・スクエアさがみ野Ａ-３０４ 折戸　春美 保管 犬（３頭）、猫（６匹）、うさぎ（１羽）

210238 2011年10月18日 川野　永倫子 Ｊａｐａｎ　Ｐｅｔｓ 足柄下郡箱根町 宮城野１３４５－６２ 川野　友歌 販売 犬（4頭/年）

210239 2021年10月01日 佐藤　瑠衣 tishe 鎌倉市 腰越１４０４－１４ 佐藤　瑠衣 保管 犬（５頭）、ウサギ（５頭）、ハムスター（５頭）/

日

セキセイインコ（５羽）、文鳥（５羽）、カナリ

ア（５羽）/日

カメ（５匹）/日

210242 2006年11月14日 北橋　直美 ペットサロンハリーズショップ 茅ヶ崎市 甘沼６５０－８ 北橋　直美 保管 犬（１～２頭/日）

210243 2016年11月24日 阿部　奈緒子 Pet　Hotel　１１ 三浦市 南下浦町菊名５６－５ 阿部　奈緒子 保管 犬８頭/日

210244 2021年10月18日 大澤　好美 愛犬サロン　おおさわ 足柄上郡中井町 北田５０７ 大澤　知恵 保管 犬２頭/日

210245 2006年10月23日 有限会社 かねだい海老名 取締役　栗原　哲也 有限会社かねだい海老名 海老名市 下今泉５－２－６ 栗原　哲也 販売 犬(10)、猫(10）小動物(50)/月、ブタ（最大５頭） セキセイインコ（３羽）、ボタンインコ（2

羽）、コザクラインコ（１羽）/月

水ガメ(20匹）、陸ガメ(10)、トカゲ(80)/月

210246 2011年10月18日 小高　泰幸 トリミングサロン　リュクス 小田原市 前川２３５－１２ 江川　裕美 保管 犬25頭/日
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210247 2011年11月04日 別所　愛子 ペットシッター　ブランケット 大和市 つきみ野３－１０－２５ 別所　愛子 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモット（月計3

頭）

インコ(年1羽)

210248 2006年10月27日 有限会社　つるみね通り動物病院 代表取締役　津山　慎吾 有限会社　つるみね通り動物病院 茅ヶ崎市 矢畑３９４－１ 津山　香織 保管 犬、猫（20頭/月）

210249 2011年11月08日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス湘南店 藤沢市 辻堂神台１－３－１ 加藤　志穂 販売 犬(20頭)、猫(2頭)

210250 2015年03月27日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス湘南店 藤沢市 辻堂神台１－３－１ 加藤　志穂 保管 犬（2頭）、猫（１頭）

210251 2011年11月08日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス湘南店 藤沢市 辻堂神台１－３－１ 加藤　志穂 貸出し 犬(20頭)、猫(2頭)

210252 2011年11月08日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラスアミーゴ藤沢店 藤沢市 石川２－２－６ 七條　美樹 販売 犬(20頭)、猫(4頭)

210253 2015年03月27日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラスアミーゴ藤沢店 藤沢市 石川２－２－６ 七條　美樹 保管 犬（４頭）、猫（１頭）

210254 2011年11月08日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラスアミーゴ藤沢店 藤沢市 石川２－２－６ 七條　美樹 貸出し 犬(20頭)、猫(4頭)

210255 2011年11月24日 髙橋　やす子 Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　Ａｎｉｍａｌ　Ｍｅｒｃｉ 足柄下郡真鶴町 真鶴１９３０－４５ 髙橋　やす子 保管 犬、猫20匹　ウサギ、フェレット、モルモット、ハ

ムスター他10匹

インコ、オウム他（1羽/年）

210256 2011年11月24日 髙橋　やす子 Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　Ａｎｉｍａｌ　Ｍｅｒｃｉ 足柄下郡真鶴町 真鶴１９３０－４５ 髙橋　やす子 訓練 犬10頭

210257 2016年12月07日 深澤　裕子 ペットサロン・モカ 平塚市 豊田本郷１７６１－２１ 深澤　裕子 保管 犬、猫（30頭/月）

210258 2021年10月25日 特定非営利活動法人ふれあいの里 理事　疋野　幸伸 Ｈａｐｐｙ　Ｇｒｏｗ　×　ふれあいの里 厚木市 中町３－１３－２ 石黒ビル４F 疋野　幸伸 販売 犬（1）、猫（5）、ウサギ（5）、モルモット

（6）、フェレット（2）

フクロウ（３） トカゲ（５）、カメ（５）

210259 2021年10月22日 小松　友理枝 DOG　SALON　CORO 藤沢市 辻堂新町１－３－７－２ 小澤　桃子 保管 犬（５頭/１日）

210260 2021年11月01日 柏井　道敬 浦風庵 小田原市 小八幡３－５－１２ 柏井　道敬 販売 犬（柴：親犬４頭）

210261 2016年11月29日 内藤　信忠 Happy Dog's湘南 藤沢市 大鋸３－４－１～４０２号室 内藤　信忠 保管 犬（15頭/日）

210262 2016年11月29日 内藤　信忠 Happy Dog's湘南 藤沢市 大鋸３－４－１～４０２号室 内藤　信忠 訓練 犬（15頭/日）

210263 2006年11月02日 大迫　貴代美 ショーナン　ファクトリーＪＰ 藤沢市 下土棚９９４の１ 大迫　貴代美 販売 犬(親20頭）

210264 2021年10月22日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 浜見平１０－２ ブランチ３号館２階 本間　彩 販売 うさぎ（12）、げっ歯類（68）、フェレット

（８）、モモンガ（３）

インコ・オウム（54）、フィンチ・カナリア

（８）

210265 2021年10月22日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 浜見平１０－２ ブランチ３号館２階 本間　彩 保管 犬（８～10頭）

210266 2021年10月22日 株式会社ホームセンターバロー 代表取締役　和賀登　盛作 ペットフォレスト湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 浜見平１０－２ ブランチ３号館２階 本間　彩 訓練 犬（２頭）

210267 2011年10月27日 金澤　祐智 ＬＯＶＥ　ＤＯＧ 茅ヶ崎市 出口町１２－７５ 八木　美咲 保管 犬（20頭/週）

210268 2016年10月26日 トルシン敬子 Ｒ１３４ＳＴＵＤＩＯ 藤沢市 鵠沼海岸４－１６－３ トルシン敬子 保管 犬、猫、うさぎ、ハムスター、フェレット、猿（週1

頭）

インコ、文鳥、オウム（週1羽） カメ、ヘビ（週1匹）

210269 2011年12月08日 株式会社　箱根ホスピタリティ 代表取締役　藤田　美穂 ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ 足柄下郡箱根町 強羅１３２０ 八谷　由紀子 保管 犬（８頭/日）

210270 2021年10月25日 武山　紀美子 湘南シッター 茅ヶ崎市 ひばりが丘６－５７－３０５ ひばりが丘ハイツ 武山　紀美子 保管 犬・猫（5頭/週）

210271 2006年11月08日 鈴木　幸子 Ｎｅｃｏｎｏｓｕｍｉｋａ 平塚市 東真土１－１０－２８ 鈴木　幸子 販売 猫（繁殖用10匹）

210272 2006年11月16日 比企　早苗 Ｉｇｇｙ・Dｏｇ'ｓ・H 平塚市 徳延３０４－２８ 比企　早苗 販売 犬（親20）

210273 2006年11月29日 羽賀　哲 オアシス動物病院 大和市 上草柳２－１７－１３ 羽賀　哲 保管 犬(10)、猫(10)、ウサギ(４）、フェレット（４）、

モルモット（２）、ハムスター（５）/最大

セキセイインコ（２）

210274 2021年11月11日 株式会社アクセル 代表取締役　岡野　郷子 Ｐｅｔ　Ｂａｓｅ　平塚店 平塚市 田村２－７－３１ 丸田　裕雅 販売 犬（16）、猫（４）

210275 2006年11月22日 有限会社さがみ水産 代表取締役　長谷川 賢太郎 有限会社さがみ水産 大和市 下鶴間２３６１ 小山　賢義 販売 ハムスター（50匹）、モルモット（10匹）、ウサギ

（10匹）、フェレット（10匹）、ハリネズミ（10

匹）、フクロモモンガ（10匹）、その他げっ歯類

（20匹）/月

ミドリガメ（200)、ゼニガメ（200)、イシガメ

（100)、ミシシッピートリガメ（50)、カブト

ニオイガメ（50)、リクガメ（30)/月

210276 2021年10月28日 奥津　しほり WhiskersCat 小田原市 蓮正寺３０９ 奥津　しほり 販売 猫（１０頭）

210277 2021年10月28日 南澤　良夫 HORSE BASE 足柄下郡真鶴町 岩字天辺８３０－１２６ 南澤　良夫 展示 馬（７頭）

210278 2006年11月27日 三浦　恵 アリス動物病院 藤沢市 鵠沼海岸６－９－１８ 三浦　恵 保管 犬、猫（６頭/最大）

210279 2006年10月30日 株式会社乗馬クラブクレイン 代表取締役　竹野　正次 乗馬クラブ　クレイン神奈川 秦野市 三廻部７３２ 河戸　進 展示 馬８０頭（最大）

210280 2016年11月17日 阿達　麗香 こうづ動物病院 小田原市 国府津２－４－３ 阿達　麗香 保管 犬（８）、猫（４）　50頭/月

210281 2021年11月04日 平川　洋子 インスピレーション　プードル 秦野市 渋沢３－２３－８ 平川　洋子 販売 犬（１）

210282 2021年11月04日 平川　秋菜 インスピレーション　プードルズ 秦野市 新町２－２０ 平川　秋菜 販売 犬（２）

210283 2021年11月22日 アニコム先進医療研究所株式会社 代表取締役　河本　光祐 愛甲石田どうぶつ病院 伊勢原市 石田２５６－６ 古川　さおり 保管 犬・猫（150頭/月）

210284 2021年11月22日 アニコム先進医療研究所株式会社 代表取締役　河本　光祐 愛甲石田どうぶつ病院 伊勢原市 石田２５６－６ 班目　光紀 訓練 犬・猫（10頭/月）

210285 2016年12月12日 戸井田　三恵 Happy　Pet 茅ヶ崎市 本村３－７－１ 戸井田　三恵 保管 猫（週3匹）犬、ウサギ、フェレット、チンチラ、ハ

ムスター、リス（月3匹）

インコ、文鳥（月3羽）

210286 2006年12月04日 有限会社　ツチヤ湘南シーエイアイ 代表取締役　土屋　敏子 湘南ブリーダークラブ 茅ヶ崎市 東海岸北４－５－２０ 土屋　敏子、土屋　憲一郎 販売 犬（3）、猫（9）/年

210287 2006年12月04日 有限会社　ツチヤ湘南シーエイアイ 代表取締役　土屋　敏子 湘南ブリーダークラブ 茅ヶ崎市 東海岸北４－５－２０ 土屋　敏子、土屋　憲一郎 保管 犬（24）/年

210288 2006年11月28日 大沼　雅之 ビューティーサロン　DOGフレンズ 平塚市 公所７２１－５ 大沼　雅之 販売 犬（30頭/年）

210289 2006年11月28日 大沼　雅之 ビューティーサロン　DOGフレンズ 平塚市 公所７２１－５ 大沼　雅之 保管 犬（30頭/年）

210290 2021年11月11日 高橋　千沙絵 Wan Pair 秦野市 曽屋１１６５－８ 高橋　千沙絵 販売 トイプードル15頭（繁殖犬）

210291 2021年11月11日 高橋　千沙絵 Wan Pair 秦野市 曽屋１１６５－８ 高橋　千沙絵 保管 ５０頭/月

210292 2021年11月17日 岩澤　武信 亀お爺 三浦郡葉山町 木古庭１７１２－２ 岩澤　武信 販売 ジャイアントマスクタートル（2 ）、ハーレラ

ドロガメ(5)、オオアタマヒメニオイガメ(2)

210293 2016年12月01日 佐藤　美樹 ペットシッター“幸せのしっぽ„ 逗子市 新宿３－１－２８ 佐藤　美樹 保管 猫、犬（４～５頭/日）

210294 2016年11月07日 有限会社グリーンハウス市川 代表取締役　市川　芳明 ドッグサロン　エル 座間市 西栗原２丁目４３０３－１ 遠藤　尚美 保管 犬（2頭/日）

210295 2021年11月11日 瀬沼　裕美 K-DACHS  COCORURU 小田原市 寿町５－１２－１６ 瀬沼　裕美 販売 親犬（12頭）

210296 2021年11月11日 瀬沼　裕美 K-DACHS  COCORURU 小田原市 寿町５－１２－１６ 瀬沼　裕美 保管 犬（10頭/月）

210297 2021年11月25日 井上　よしみ 湘南　Dog 小田原市 扇町３－１３－１４　２F 皆川　早苗 販売 犬（100頭/年）

210298 2021年11月25日 井上　よしみ 湘南　Dog 小田原市 扇町３－１３－１４　２F 皆川　早苗 保管 犬（20頭/月）

210299 2006年11月27日 谷岡　明美 リボンハウス 伊勢原市 沼目３－２９－１２ 谷岡　明美 販売 猫(アビシニアン12匹、ソマリ2匹）

210300 2006年11月27日 松本　啓子 ハッピーテイル 平塚市 東中原２－２－７ 松本　啓子 保管 犬（１０頭/日）

210301 2006年11月27日 松本　啓子 ハッピーテイル 平塚市 東中原２－２－７ 松本　啓子 訓練 犬（５頭/日）

210302 2006年12月28日 株式会社ＯＣＥＡＮ’Ｓ 代表取締役　加藤　雄大 ＯＣＥＡＮ’Ｓ　ＤＯＧ 秦野市 平沢１５４６－１ 藤田 晃治 販売 犬（トイプードル約20頭）

210303 2006年11月17日 上野　公康 ドッグノート 平塚市 根坂間２２１－１ 平林　美穂 保管 犬（120頭/月）猫（1頭/月）

210304 2012年01月04日 岡田　昭憲 三浦ドッグサロン 三浦市 南下浦町金田１９５２－３ 岡田　昭憲 保管 犬（５頭/日）

210305 2021年11月19日 髙橋　真利 Ｊｅｗｅｌｌ 愛甲郡愛川町 中津７２８８ 脇島ビル１０２ 髙橋　真利 販売 ヘビ、カメ、トカゲ1000匹/年

210306 2006年12月20日 神谷　圭一 ＯＫ　どうぶつ病院 小田原市 鴨宮５１６－１ 神谷　圭一 保管 犬（１２）、猫（１２）/最大

210307 2011年11月15日 有限会社　ムラヤマ 代表取締役　村山　内子 ムラヤマ 平塚市 御殿３－２５－１９ 村山　久美子 販売 げっ歯目（ネズミ）（100匹/年） インコ、文鳥（2～3羽/年） ヘビ、カメ、トカゲ（10匹/年）

210309 2011年11月29日 中井　牧子 チャロわんにゃんペットシッター 大和市 中央林間３－１４－１－１０５ 中井　牧子 保管 犬、猫、フェレット（１～５匹） インコ、文鳥、十姉妹（１～５羽）

210310 2017年01月10日 強矢　治 西湘動物病院 中郡二宮町 山西６４６ 強矢　治 保管 犬(最大4頭)、猫（最大4頭）

210311 2011年12月16日 菊川　和英 ペットショップＪＥＴ 綾瀬市 深谷中１－１－１ 菊川　和英 販売 ハムスター(10)、ウサギ（1～2）、モルモット（1～

2)

インコ類(10～20)、文鳥(5～10)、十姉妹（5） カメ（5～10）

210312 2006年11月29日 株式会社　愛犬ハウスセキノ 代表取締役　関野　孝紀 株式会社　愛犬ハウスセキノ 秦野市 栃窪２４０ 関野　邦昭、関野　孝紀 販売 犬(500頭/年)

210313 2006年11月29日 株式会社　愛犬ハウスセキノ 代表取締役　関野　孝紀 株式会社　愛犬ハウスセキノ 秦野市 栃窪２４０ 関野　邦昭、関野　孝紀 保管 犬(10～20頭/月)
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210314 2006年11月29日 株式会社　愛犬ハウスセキノ 代表取締役　関野　孝紀 株式会社　愛犬ハウスセキノ 秦野市 栃窪２４０ 関野　邦昭、関野　孝紀 訓練 犬(5～10頭/月)

210315 2006年12月06日 有限会社　ユーフォリア 代表取締役　小島　弘義 ペットショップ　ユーフォリア 平塚市 代官町３３－１　 オリンピックA棟２F 小林　里沙 販売 犬（１５）猫（１０）うさぎ（５）ハムスター（５

０）その他（１０）/最大

セキセイ（１０）文鳥（１０）、その他（１０）/

最大

カメ類（３０）その他（２０）/最大

210316 2006年12月06日 有限会社　ユーフォリア 代表取締役　小島　弘義 ペットショップ　ユーフォリア 平塚市 代官町３３－１　 オリンピックA棟２F 小林　里沙 保管 犬（１０）猫（１０）うさぎ（５）ハムスター（１

０）その他（１０）/年

インコ・文鳥・その他（１０） カメ類・その他（１０）

210317 2011年11月29日 柏原　美知子 乗馬クラブ湘南 藤沢市 獺郷３７５ 柏原　美知子 保管 馬12頭/年

210318 2011年11月29日 柏原　美知子 乗馬クラブ湘南 藤沢市 獺郷３７５ 柏原　美知子 展示 馬12頭

210319 2021年11月30日 株式会社プロテクトハウス 代表取締役　丁田　隆史 ANELA 鎌倉市 由比ガ浜２－２２－２ ファーイースト　D 都築　綾乃 保管 犬１頭/日

210320 2021年11月17日 武井　みづほ Ｎｏ.１１ 足柄上郡開成町 宮台２８０－９ 武井　みづほ 保管 犬（５頭）

210321 2006年12月01日 鈴木　健二 ウイニング　ターゲット 中郡二宮町 山西６１３ 鈴木　健二 販売 (犬）トイプードル（4頭）、チワワ（4頭）、パグ

（5頭）

210322 2016年12月27日 常盤　みか HARI　HOUSE 南足柄市 和田河原８３－５ 常盤　みか 販売 ハリネズミ（親2匹）、ウサギ（ネザーランドドワー

フ親3匹）

210324 2011年12月26日 三浦　健 スマイルわん 大和市 下鶴間２９９１－７０ 三浦　健 販売 犬:親犬10頭

210325 2006年12月14日 廣瀬　依子 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　〝Ｐｕｐｐｙ〞 綾瀬市 深谷中３－９－３０ 廣瀬　依子 保管 犬のみ　１日３頭

210326 2011年12月01日 林　英子 HAPPY☆PETS 中郡二宮町 山西１１９５－１３ 林　英子 保管 犬　預かる場合３頭まで

210327 2011年12月01日 林　英子 HAPPY☆PETS 中郡二宮町 山西１１９５－１３ 林　英子 訓練 犬　預かる場合３頭まで

210328 2006年12月15日 峰尾　紀子 Ｈｅｉｌ　Ｒｏｌｌｅｎ 綾瀬市 上土棚中５－９－１９ 峰尾　紀子 販売 犬　２頭（スタンダード、スムースダックスフン

ド）

210329 2011年11月24日 猪野　麻未子 ミア・ファミリア 茅ヶ崎市 中島１３７９－２－Ｄ－６０２ 猪野　麻未子 保管 犬、猫、ウサギ、１日に３件

210330 2021年12月02日 有限会社ハッピーベル 代表取締役　古川　安彦 ディスワン　湘南平塚店 平塚市 久領堤１－２　 ユニディ湘南平塚店内 藤田　夏帆 販売 犬（14）、猫（4）、ウサギ（4）、チンチラ

（2）、ハムスター（20）、デグー（5）

セキセイインコ（10）、コザクラインコ（6）、

オカメインコ（4）、文鳥（10）

ミシシッピニオイガメ（20）、イシガメ（20）

210331 2021年12月02日 有限会社ハッピーベル 代表取締役　古川　安彦 ディスワン　湘南平塚店 平塚市 久領堤１－２　 ユニディ湘南平塚店内 藤田 　夏帆 保管 犬（18）、猫（18）

210332 2007年01月04日 木村　智恵子 Ｂｉｇ Ｗａｎ Ｓｈｏｎａｎ 高座郡寒川町 倉見１８４１－１３ 木村　智恵子 販売 犬（７頭）

210333 2007年01月04日 木村　智恵子 Ｂｉｇ Ｗａｎ Ｓｈｏｎａｎ 高座郡寒川町 倉見１８４１－１３ 木村　智恵子 保管 犬６頭/年

210334 2007年01月15日 松木　正信 ロン動物クリニック 藤沢市 本藤沢７－８－１－１０３ 松木　正信 保管 犬、猫（100頭/年）

210335 2006年11月30日 髙室　君枝 ハイルームエミー 小田原市 城山４－４－１０ 髙室　君枝 販売 犬（20匹）

210336 2016年12月15日 光田　美智子 ローズィ　ローズ 茅ヶ崎市 香川３－８－２３ 光田　美智子 販売 猫（4～5頭/年）

210337 2016年12月09日 加瀬　有紀 Grooming Salon-Happy Smile 小田原市 飯泉１０４２－１１ 加瀬　有紀 保管 犬（２～３頭/日）

210338 2017年01月25日 井田　慎一郎 Ｃａｆｅ　Ｒｅｍｙ 平塚市 北金目２－８－１７ 井田　慎一郎 保管 犬（10頭）、猫（5頭）

210339 2021年12月09日 株式会社 トーリーメイト 代表取締役 山崎　智輝 PET'S MAX 湘南藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－３－５ MrMax湘南藤沢店 岩城　瀬理奈 貸出し 犬、猫、小動物、ミーアキャット、アルマジロ、ナ

マケモノ等（月５頭）

フクロウ、インコ等(月１羽） カメ、ヘビ、トカゲ等(月１匹）

210340 2007年01月09日 正木　裕子 ドッグサロン　ＯＨＡＮＡ 座間市 ひばりが丘５－５６－２０ 正木　裕子 保管 犬（３～４頭/月）

210341 2007年02月01日 木畑　喜雄 エディーのドッグランド 平塚市 南金目１８８８－４ 木畑　喜雄 保管 犬（10頭/月）、猫（１頭/月）

210342 2006年12月22日 山田　幸恵 ブル－ウインド 座間市 ひばりが丘３－５７－Ｃ－３０５ 山田　幸恵 販売 猫　親4匹

210343 2017年01月19日 藤森　順也 汽水屋　ＺＥＲＯ 鎌倉市 常盤４０４－１ 藤森　順也 販売 カメ目ヌマガメ科キスイガメ属　100匹/年

210344 2007年01月18日 中嶋　伸彰 ペットハウス　アップン 鎌倉市 常盤８９－８ パールコアビル１－Ｂ 中嶋　麗子 販売 犬、猫（月に1～２頭）

210345 2007年01月18日 中嶋　伸彰 ペットハウス　アップン 鎌倉市 常盤８９－８ パールコアビル１－Ｂ 中嶋　麗子 保管 犬、猫（最大1０頭）

210346 2006年12月28日 溝部　秀子 溝部ドッグトレーニングスクール 座間市 東原１－９－３７ 溝部　秀子 訓練 犬１０頭前後

210347 2016年12月09日 京塚　光司 湘南ペットシッターセンター 藤沢市 辻堂４－１２－２０ 京塚　光司 保管 犬１０頭/月　猫１０頭/月 鳥１０羽/月 カメ、その他爬虫類１０匹/月

210348 2007年01月12日 相原　恵子 ペットハウス　キャンリー 茅ヶ崎市 東海岸北１－１－５ 安藤　望 保管 犬、猫（１４０頭/月）

210349 2006年12月13日 花上　嘉代子 花上厚木繁殖場 厚木市 中荻野１５０ 花上　嘉代子 販売 犬（40）、猫（8）/親

210351 2021年12月22日 進藤　愛実 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｌｕｅ　Ｓｔａｒ 鎌倉市 材木座１－５－３０ 進藤　愛実 保管 犬　１～2匹

210352 2007年01月10日 𠮷村　智子 ＳＥＡＳＩＤＥ　ＳＴＡＲ　ＣＯＬＬＩＥＳ 南足柄市 千津島３００２－３ 𠮷村　智子 販売 犬　（親５頭）

210353 2007年01月17日 安藤　清美 ペットシッター 愛 高座郡寒川町 大蔵９３３－３ 安藤　清美 保管 犬（2～3）、猫（5～7）/月

210354 2022年01月05日 株式会社ティーボ 代表取締役　野村　英之 鎌倉　ＰＩＧ　ＰＡＲＫ 鎌倉市 御成町８－４ ルーブル鎌倉 野村　英之 販売 豚（６～８頭）

210355 2022年01月05日 株式会社ティーボ 代表取締役　野村　英之 鎌倉　ＰＩＧ　ＰＡＲＫ 鎌倉市 御成町８－４ ルーブル鎌倉 野村　英之 展示 豚（６～８頭）

210356 2006年12月11日 金子　和弘 湘南犬舎 平塚市 東八幡３－１２－１２ 金子　和弘、金子　幸代 販売 親犬65頭（ダックス、ヨーキー、チワワ、プード

ル）

210357 2017年01月27日 谷川　嘉英 神奈川甲斐犬舎 藤沢市 大庭７８９０番地 谷川　真弓、谷川　嘉英 販売 犬（甲斐犬6頭）

210358 2017年01月27日 谷川　嘉英 神奈川甲斐犬舎 藤沢市 大庭７８９０番地 谷川　真弓、谷川　嘉英 貸出し 犬（甲斐犬6頭）

210359 2007年01月04日 松永　美嘉 ＳＩＬＶＥＲ　ＢＥＬＬＣＯＤ 藤沢市 石川６４４－１９ 松永　美嘉 販売 猫（マンチカン親３匹、ラパーマ親３匹）

210360 2007年02月01日 有限会社ペットハウスラブリー 代表取締役　榊原　俊寿 有限会社ペットハウスラブリー 足柄下郡湯河原町 中央５－１４－６ 榊原　俊寿 保管 犬猫(両方で10頭）

210361 2012年01月16日 太田　美和 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｔｅｐ 藤沢市 辻堂新町３－５－７ 太田　美和 販売 犬（親13頭、年間15頭販売）

210362 2012年01月04日 後藤　一郎 Ｉ＆Ｉステーブル 伊勢原市 神戸１８－１ 浜田　郁子 保管 馬（２１頭）

210363 2012年01月04日 後藤　一郎 Ｉ＆Ｉステーブル 伊勢原市 神戸１８－１ 浜田　郁子 展示 馬（２１頭）

210364 2017年01月12日 後藤　あす佳 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＣｏＣｏＲｏ 茅ヶ崎市 堤１７９４ 後藤　あす佳 保管 犬3頭/日

210365 2007年01月18日 栗田　貞子 ＡＫＥＢＩ 秦野市 南が丘５－１－１２ 小嶋　さとみ 販売 猫（エキゾチック繁殖用４匹）

210366 2021年12月20日 加藤　英里 Dog Salon MauRuuRu 海老名市 東柏ヶ谷６－２４－８ 梶原店舗A 加藤　英里 保管 犬5頭/日　猫1頭/日

210367 2021年12月24日 杉田　明子 クレオ動物病院 小田原市 堀之内１６－１２ 杉田　明子 保管 犬、猫、うさぎ、モルモット、ハムスター、フェ

レット　1日５頭まで

インコ類

210368 2022年01月05日 近藤　明美 ペットサロン　ｏｌｕｏｌｕ 鎌倉市 植木３５４－２ 近藤　明美 保管 犬・猫　5頭/日

210369 2017年01月16日 鶴井　里美 Odawara cafe&salon Mikanka 小田原市 穴部６ 鶴井　里美 保管 犬（週25頭）

210370 2007年01月09日 岡本　美紀 イヌ屋オカモト本店 藤沢市 石川３－２１－１７－１０３ 岡本　美紀 販売 犬（親25頭）

210371 2007年01月09日 岡本　美紀 イヌ屋オカモト本店 藤沢市 石川３－２１－１７－１０３ 岡本　美紀 保管 犬（週15頭）

210372 2012年01月30日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモテラスモール湘南店 藤沢市 辻堂神台１－３－１ 井上　莉奈 保管 犬（39）、猫（8）

210373 2022年01月20日 株式会社　こうめ動物病院 代表取締役　澤栁　千 こうめ動物病院 三浦郡葉山町 木古庭１６８７－５，７ 澤栁　千 保管 犬（７）　猫（４）　最大頭数11頭

210374 2022年01月20日 株式会社　こうめ動物病院 代表取締役　澤栁　千 こうめ動物病院 三浦郡葉山町 木古庭１６８７－５，７ 澤栁　千 訓練 犬　20頭/月

210375 2017年01月27日 宍戸　恵 T×C DOG GROOMING STUDIO（ティーバイシー　ドッ

グ　グルーミング　スタジオ）

茅ヶ崎市 小和田２－１５－４０ 宍戸　恵 保管 犬　（1日あたり１～4匹）

210376 2017年01月24日 飯島　典子 皆原飯島繁殖場 座間市 入谷西４－４－２１ 飯島　典子 販売 犬（１５）

210377 2007年02月16日 武田　智美 柴犬専門犬舎　湘南美雅荘　第一美雅荘 藤沢市 獺郷８０－６ 武田　智美 販売 犬（柴1頭、プードル2頭）

210378 2007年02月16日 武田　智美 柴犬専門犬舎　湘南美雅荘　第一美雅荘 藤沢市 獺郷８０－６ 武田　智美 保管 犬（月１頭）

210379 2017年01月31日 七尾　一穂 Ｌｅａｆ 茅ヶ崎市 浜須賀７－７４ 七尾　一穂 保管 犬（１日最大3頭）

210380 2007年03月01日 清野　ユキエ ＣＡＮＯＮ 座間市 立野台３－２２－４０ 清野　ユキエ 販売 猫（10頭、♂2：♀8）

210381 2012年02月02日 大林　則子 アプリコット 藤沢市 村岡東２－１７－７ 松本　純子 販売 犬（20頭/年、トイプードル）

210382 2012年02月02日 大林　則子 アプリコット 藤沢市 村岡東２－１７－７ 松本　純子 保管 犬（12頭/日）

210383 2022年01月14日 大林　則子 アプリアロ 大和市 深見３５３５－８ 大林　則子 販売 犬（20頭/年、トイプードル）

210384 2022年01月14日 大林　則子 アプリアロ 大和市 深見３５３５－８ 大林　則子 保管 犬（6頭/日）
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210385 2017年01月25日 内藤　千春 ＤＯＧ　はるお 伊勢原市 石田９００－４－２－１０１ 内藤　千春 保管 犬（月20頭）

210386 2012年02月21日 𠮷井　徹 よしい動物病院 大和市 つきみ野７－１２－６ 𠮷井　徹 保管 犬・猫、うさぎ、ハムスター　最大1～2頭 小鳥（セキセイインコ、文鳥等）　最大1～2頭 カメ、トカゲ、ヘビ　最大1～2頭

210387 2017年03月01日 坂崎　弘美 坂崎ドッグスクール 平塚市 纒３２０－５ 坂崎　弘美 販売 犬　１～２頭/年

210389 2017年02月09日 天野　恵理子 天野　恵理子 藤沢市 辻堂２－２－１ 天野　恵理子 保管 犬、猫（10頭/月）

210390 2017年01月26日 有限会社　菊地商事 代表取締役　奥津　久史 きくちペット　南足柄本店 南足柄市 塚原１９３４ 奥津　明美 貸出し 犬（10頭/年）、猫（10頭/年）

210391 2017年01月20日 内野　賢太 ペットサロン　ＲＥＬＡＸ 伊勢原市 田中９３７ ハイツさとう１０１ 内野　賢太 保管 犬、猫（月200頭）

210392 2012年01月23日 佐々木　學 リバーサイド乗馬クラブ 厚木市 妻田北２－５－９ 佐々木　學 保管 馬（１２頭）

210393 2012年01月23日 佐々木　學 リバーサイド乗馬クラブ 厚木市 妻田北２－５－９ 佐々木　學 展示 馬（１８頭）

210394 2007年02月13日 内田　健二 フェアリームーン（FAIRY MOON) 藤沢市 高倉７６１－１１ 内田　健二 販売 猫（ラグドール１２頭）

210395 2017年03月01日 堂園　英聖 ペットショップＪａＲｅｐ 小田原市 中里１７５ 堂園　英聖 販売 ウサギ50羽、チンチラ30匹、ハムスター100匹、モ

モンガ30匹、デグー50匹、ハリネズミ30匹、/年

小鳥100 ヘビ100匹、トカゲ100匹、カメ100匹、その他

100匹/年

210396 2012年03月05日 関　八郎 亀八 平塚市 出縄３１２－２ 関　八郎 販売 亀（セマル大11小６、ミツユビ３、キタニシキ

ハコガメ２、ソリガメ２）

210397 2017年02月20日 株式会社アミーゴ 代表取締役社長　中村　友秀ペットワールド　アミーゴ藤沢店 藤沢市 石川２－２－６ 久代　智也 販売 ハムスター（50）、モルモット（5）、ウサギ

（10）、フェレット（5）、チンチラ（10）、デ

グー（10）、フクロモモンガ（10）

セキセイインコ（15）、中型インコ（10）、文

鳥、フィンチ（10）

トカゲ類（10）、ヘビ（3）、他カメ類（10）

210398 2017年02月20日 株式会社アミーゴ 代表取締役社長　中村　友秀ペットワールド　アミーゴ藤沢店 藤沢市 石川２－２－６ 久代　智也 保管 犬（30）、猫（5）

210399 2007年01月24日 古知　久二克 愛ドッグシッター中海岸ワン 茅ヶ崎市 中海岸１－７－８ 古知　久二克 保管 犬（1日１頭）

210400 2022年01月26日 合同会社　かいせい動物病院 代表社員　吉田　昌充 かいせい動物病院 足柄上郡開成町 吉田島４３５２－９ サンキ開成駅前ビル１階 吉田　美樹 保管 犬（５頭/日）、猫（２頭/日）

210401 2012年03月08日 栗本　洋子 わんこ幼稚園　PAL 茅ヶ崎市 中海岸３－５－３０ シーサイドＫ１０３ 栗本　洋子 訓練 犬（2～3頭/月）

210402 2007年03月12日 関　松枝 ペットサロンＭ＆Ｋ 足柄上郡山北町 山北６６３－４ 関　松枝 保管 犬　猫(9頭/最大収容数）

210403 2007年01月29日 山田　友喜 ＷＩＮＤ　ＩＮＣＥＮＳＥ 三浦市 初声町和田９１３ 山田　結深 販売 犬、猫（甲斐犬12頭、アメリカンショートヘア２頭/

親）

小鳥類（インコ、フィンチ　年３羽）

210404 2007年01月29日 山田　友喜 ＷＩＮＤ　ＩＮＣＥＮＳＥ 三浦市 初声町和田９１３ 山田　結深 保管 犬、猫（年間5頭） 小鳥（年間5羽）

210405 2007年02月06日 永津　由美子 グルーミング　サロン　ＶＩＶＩＤ 三浦郡葉山町 上山口２４７９－１ 永津　由美子 販売 犬トイプードル・スタンダードプードル　年２～3頭

販売　親4頭

210406 2007年02月06日 永津　由美子 グルーミング　サロン　ＶＩＶＩＤ 三浦郡葉山町 上山口２４７９－１ 永津　由美子 保管 犬　トイプードル・スタンダードプードル、４頭/日

210407 2007年02月13日 中村　恵美 犬のとこや 茅ヶ崎市 松浪２－９－１６ 中村　恵美 保管 犬（６０頭/月）

210408 2007年02月22日 小泉　浩美 ＡＴＯＭＬＡＮＤ 逗子市 桜山５－４６－１６ 小泉　浩美 保管 犬（１～４頭/日）

210409 2007年01月31日 大友　千春 ドッグサロン　ケネル 茅ヶ崎市 東海岸北５－１０－５４ 大友　千春 保管 犬　1日　５～6頭

210410 2022年01月26日 石渡　恵 ＤｏｇＳａｌｏｎ　Ｎｉｉｆｙ 三浦市 南下浦町菊名７５０－１ 石渡　恵 保管 犬　３頭/日

210411 2007年02月16日 百瀬　久美子 ペットの美容室　きくや 藤沢市 遠藤３６３７－１１ 百瀬　久美子 保管 犬　猫　1日1頭

210412 2007年03月07日 小泉　秀子 ドックサロン　コイズミ 秦野市 羽根７０６ 小泉　秀子 保管 犬（30頭/月）

210413 2017年03月17日 志村　明美 Ｐｅｔ　Ｃａｒｅ　サンセール 藤沢市 善行坂２－１１－５１ 志村　明美 保管 犬(5頭/日）

210414 2017年01月25日 杉本　隆雄 stable FEDERA 伊勢原市 西富岡８４４ 杉本　隆雄 販売 馬２頭/年

210415 2017年01月25日 杉本　隆雄 stable FEDERA 伊勢原市 西富岡８４４ 杉本　隆雄 保管 馬　20頭/年

210416 2017年01月25日 杉本　隆雄 stable FEDERA 伊勢原市 西富岡８４４ 杉本　隆雄 貸出し 馬　６０頭/年

210417 2017年01月25日 杉本　隆雄 stable FEDERA 伊勢原市 西富岡８４４ 杉本　隆雄 訓練 馬　20頭/日

210418 2017年01月25日 杉本　隆雄 stable FEDERA 伊勢原市 西富岡８４４ 杉本　隆雄 展示 馬　3頭/月

210419 2007年02月16日 白井　孝治 ケンネル　シライ 厚木市 愛甲東３－１３－６ 白井　悠紀子 販売 犬（秋田犬親13頭、柴犬親24頭）

210420 2007年02月16日 白井　孝治 ケンネル　シライ 厚木市 愛甲東３－１３－６ 白井　悠紀子 保管 犬（10頭/年）

210421 2017年02月21日 岩佐　葉月 Ｗｉｌｌ　ＳＯＲＡＮ 平塚市 東中原１－２－３７ 岩佐　葉月 訓練 犬（4頭/月）

210422 2007年02月16日 石渡　由美子 ペットシッターＳＯＳ　横須賀三浦店 三浦市 三崎町諸磯１９０５－７ 石渡　由美子 保管 犬猫等（10頭/日） インコ等（１羽/年） トカゲ等（2匹/年）

210423 2022年02月08日 細田　香奈子 Groomer　KANAKO 鎌倉市 七里ガ浜1-5-3-202 細田　香奈子 保管 犬　3頭/日

210424 2007年01月30日 株式会社ＯＣＥＡＮ’Ｓ 代表取締役　加藤　雄大 ＯＣＥＡＮ’Ｓ　ＤＯＧ 秦野市 平沢１５４６－１ 藤田 晃治 保管 犬　2，3頭/月

210425 2007年03月22日 井上　幸二 井上犬舎 平塚市 北金目３－１０－８ 井上　幸二 販売 犬（シェットランド・シープドッグ　親犬５頭）

210426 2012年02月20日 吉田　紀之 ペットファミリー　ラッキー 鎌倉市 腰越１－１３－２ 吉田　紀之、吉田　しづか 販売 犬、猫　1頭/年

210427 2012年02月20日 吉田　紀之 ペットファミリー　ラッキー 鎌倉市 腰越１－１３－２ 吉田　紀之、吉田しづか 保管 犬　猫　4～5頭/日

210428 2022年02月10日 千葉　祥 奥山動物病院 藤沢市 鵠沼藤が谷４－１４－１５ 千葉　祥 保管 犬（20頭/月）、猫（10頭/月）

210429 2007年02月06日 相原　洋二 ＷＯＷ 平塚市 四之宮３－５－１４ 相原　洋二 販売 カメ（数十匹/年）

210430 2012年02月28日 アーノルド　由紀 キャットシッター　ねこかわいがり 秦野市 鶴巻南５－１３－１０ アーノルド　由紀 保管 猫　20匹/月

210431 2007年03月22日 株式会社　東葛ペット 代表取締役　田邊　仁 ペットのデパート東葛厚木店 厚木市 長谷２６０－１７ 東恩納　和則 販売 犬　猫　ﾊﾑｽﾀｰ　ﾘｽ　ﾁﾝﾁﾗ等のげっ歯類(ﾊﾘﾈｽﾞﾐ ｳｻｷﾞ 

ﾓﾙﾓｯﾄ ﾌｪﾚｯﾄ ﾓﾓﾝｶﾞ)(35頭/月)

家禽類　ｵｳﾑ類　ﾌｨﾝﾁ類　ｲﾝｺ類等(60羽/月) ｶﾒ　ﾍﾋﾞ　ﾄｶｹﾞ　ﾔﾓﾘ等(1匹/月)

210432 2007年03月22日 株式会社　東葛ペット 代表取締役　田邊　仁 ペットのデパート東葛厚木店 厚木市 長谷２６０－１７ 東恩納　和則 保管 犬 猫 ﾊﾑｽﾀｰ ﾘｽ等のげっ歯類(ﾊﾘﾈｽﾞﾐ ｳｻｷﾞ ﾓﾙﾓｯﾄ ﾌｪﾚｯ

ﾄ ﾁﾝﾁﾗ ﾓﾓﾝｶﾞ)(3頭/月)

家禽類　ｵｳﾑ類　ﾌｨﾝﾁ類　ｲﾝｺ類等(5羽/月) ｶﾒ　ﾍﾋﾞ　ﾄｶｹﾞ　ﾔﾓﾘ等(1匹/月)

210433 2017年02月20日 木下　史江 ペットサロンAQUA 平塚市 北金目２－５－１２ 木下　史江 保管 犬・猫　10頭以下 小型鳥類

210434 2007年02月23日 プリペット株式会社 代表取締役　松村　謙三 プリペット株式会社　プリペットオークション神奈川 高座郡寒川町 倉見１０８６ 竹重　直人 販売 犬、猫（月10頭）

210435 2007年03月08日 林　政司 林動物病院 茅ヶ崎市 中海岸２－８－２ 林　政司 保管 犬・猫　10頭最大/日

210436 2022年02月10日 株式会社UP＆DOWN 代表取締役　正田　尚平 Lulu dog trimming 大船 鎌倉市 岡本２－１２－６ 小山ビル１F 田中　奈々未 保管 犬（６頭/ 日）

210438 2012年02月03日 仲澤　真朋 ＨＯＢＥ’ｓ　ＰｅｔＣａｒｅ 鎌倉市 手広３－１７－８ コーポ和田１０１ 仲澤　真朋 保管 犬、猫（犬：1週間６～10頭程）（猫：1ヶ月２～3

頭）

210439 2007年03月30日 有限会社　エル・カミノ 代表取締役　伊藤　哲夫 エル　カミノ　ステーブル 中郡大磯町 寺坂５５９ 伊藤　哲夫 貸出し 馬（7頭）

210440 2007年03月30日 有限会社　エル・カミノ 代表取締役　伊藤　哲夫 エル　カミノ　ステーブル 中郡大磯町 寺坂５５９ 伊藤　哲夫 展示 馬（7頭）、ヤギ（3頭） 軍鶏（1羽）

210441 2017年03月15日 有限会社エル・カミノ 代表取締役　伊藤　哲夫 エル　カミノ　ステーブル 中郡大磯町 寺坂５５９ 伊藤　哲夫 販売 馬（1頭/年）

210442 2012年03月19日 首藤　真弓 イヌの行動修正・トレーニング　ＢＲＡＶＯ　ＤＯＧ 鎌倉市 西御門１－１６－７ 首藤　真弓 訓練 犬　年間70頭

210443 2017年02月27日 小野寺　真理子 fam dog(ファム　ドッグ） 茅ヶ崎市 常磐町６－３ 小野寺　真理子 訓練 犬（週3頭）

210444 2007年03月05日 須田　俊幸 さがみの動物病院 座間市 さがみ野２－２－２７ １－Ｂ 須田　俊幸 保管 犬　猫（各６）　ハムスター　ウサギ　フェレット　

モルモット（各６）

セキセイインコ　文鳥　十姉妹　オカメインコ　

コザクラインコ（各６）

210446 2012年03月23日 近藤　ゆかり trimming room yucomico 大和市 深見４９６－２ サンクレイドル大和深見６０１ 近藤　ゆかり 保管 犬　1ヵ月10頭

210447 2022年02月15日 株式会社　三ツ池動物病院 代表取締役　五十嵐　眞一 三崎動物愛護病院 三浦市 三崎5-12-3 五十嵐　眞一 保管 犬12匹、猫6匹、ウサギ2匹、フェレット2匹、ハム

スター2匹

セキセイインコ、文鳥等の小鳥2羽 カメ1匹

210450 2007年03月14日 小澤　三千代 ＣＡＴＴＥＲＹ　ＦＡＩＲＹ　ＦＯＲＥＳＴ 小田原市 中里１８４－１ 小澤　三千代 販売 猫（ノルウェージャン・フォレスト・キャット7頭、

1日/3頭販売）

210451 2007年02月28日 仲川　幸子 森田や 平塚市 立野町３－２１ 仲川　みどり 販売 犬　チワワ　親犬6頭

210452 2012年04月03日 株式会社 ＬＭＢ 代表取締役 石井　健太 石井どうぶつ病院 厚木市 愛甲西２－２０－１３ 石井　健太 保管 犬（６）　猫（４）

210453 2012年04月03日 株式会社 ＬＭＢ 代表取締役 石井　健太 石井どうぶつ病院 厚木市 愛甲西２－２０－１３ 石井　健太 訓練 犬（６）　猫（４）

210454 2012年03月28日 神坂　陽太郎 湘南ドッグハウス 茅ヶ崎市 高田５－２－１１ 神坂　陽太郎 保管 犬（最大10頭/日）

210455 2022年02月17日 望月　香織 ペットシッター　Ａｎｉｅｆ　みくにゃん 座間市 ひばりヶ丘２－６１－１０ 望月　香織 保管 犬、猫、ウサギ(40～50頭/月) 文鳥、セキセイインコ、他(30～40羽/月） カメ(約1匹/年）
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210456 2012年03月28日 有限会社　ＭＥＲＲＹ　ＬＥＧＳ 代表取締役　亀田　克彦 ＭＥＲＲＹ　ＬＥＧＳ 厚木市 七沢１６１６－１２ 亀田　克彦 保管 犬（１頭/年）

210457 2012年03月28日 有限会社　ＭＥＲＲＹ　ＬＥＧＳ 代表取締役　亀田　克彦 ＭＥＲＲＹ　ＬＥＧＳ 厚木市 七沢１６１６－１２ 亀田　克彦 訓練 犬（20頭/月）

210458 2022年02月25日 菅井　美矢 ドッグサロン　ワンライフ 南足柄市 岩原７－６ 菅井　美矢 販売 犬（3頭/年）

210459 2007年03月02日 亀井　滝男 メリー　ジョイ　ケネル 平塚市 立野町２１－５ 亀井　滝男 販売 犬（シェルティー６頭）

210460 2022年03月04日 開澤　舞子 ＡＡＲＲＥ 小田原市 城山１－６－３２ 志澤ビル１階 開澤　舞子 保管 犬、猫　一日あたり６頭

210461 2007年03月06日 長野　泰子 クレイジー　ヤッコー 三浦郡葉山町 上山口１１５３ 長野　泰子 販売 犬（ゴールデン・レトリバー親５頭）

210462 2007年04月17日 北村　千訓 愛犬トリミング　ノースビレッヂ 平塚市 立野町４－３４ 北村　千訓 保管 犬（最大8頭）

210463 2007年02月28日 山口　由美 愛犬美容室　パールハウス 平塚市 山下４３１－１ 山口　由美 保管 犬（３頭/週）

210464 2007年03月30日 後藤　すみ子 アイディー乗馬クラブ 中郡大磯町 寺坂５５６－１７ 後藤　すみ子 展示 馬（7頭）

210465 2007年03月28日 福岡　成美 ｖｉｖａ　ｄｏｇ 厚木市 妻田北３－１６－１０ 福岡　成美 訓練 犬（10頭/月）

210466 2012年03月12日 福岡　成美 ｖｉｖａ　ｄｏｇ 厚木市 妻田北３－１６－１０ 福岡　成美 保管 犬（20頭/月）

210467 2007年03月22日 辻本　文樹 辻本獣医科 藤沢市 本町１－４－２２ 辻本　文樹 保管 犬、猫　最大１１頭

210468 2022年02月25日 有限会社　福沢動物病院 代表取締役　福澤　和浩 有限会社　福沢動物病院 平塚市 中原２－２５－２９ 福澤　泰子 保管 犬、猫　4頭/日 セキセイインコ　１羽/年

210469 2012年03月09日 山梶　みか ドッグシッター　ティアハウス 鎌倉市 二階堂４５７ 山梶　みか 保管 犬、猫(4～5頭/週)

210470 2022年03月16日 矢野　亜希子 ＲＯＢＩＮ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ 座間市 ひばりが丘３－１４－３４ 矢野　亜希子 保管 犬（１～２頭/日）

210471 2022年03月16日 矢野　亜希子 ＲＯＢＩＮ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ 座間市 ひばりが丘３－１４－３４ 矢野　亜希子 訓練 犬（５頭/日）

210472 2022年03月07日 石内　康友 うさぎ専門店　INSTONE　BUNNY 小田原市 下新田１６４－１３ 石内　康友 販売 うさぎ（２０）

210473 2022年03月07日 石内　康友 うさぎ専門店　INSTONE　BUNNY 小田原市 下新田１６４－１３ 石内　康友 保管 うさぎ（３羽/月）

210474 2017年02月24日 寺口　克栄 キャットシッター　まるじゃる 藤沢市 鵠沼藤が谷４－１５－７ シルキーハイツ２０２ 寺口　克栄 保管 猫（2～3匹/週）

210475 2007年03月08日 有限会社　村瀬ドッグトレーニングセ

ンター

代表取締役　村瀬　英博 (有)村瀬ドッグトレーニングセンター 藤沢市 葛原７６６－１ 村瀬　英博、村瀬　裕太 販売 犬　５頭

210476 2007年03月08日 有限会社　村瀬ドッグトレーニングセ

ンター

代表取締役　村瀬　英博 (有)村瀬ドッグトレーニングセンター 藤沢市 葛原７６６－１ 村瀬　英博、村瀬　裕太 訓練 犬(全犬種、30～40頭）

210477 2007年03月08日 有限会社　村瀬ドッグトレーニングセ

ンター

代表取締役　村瀬　英博 (有)村瀬ドッグトレーニングセンター 藤沢市 葛原７６６－１ 村瀬　英博、村瀬　裕太 展示 犬　５～６頭

210478 2017年03月13日 山根　明美 ワン　スマイル 藤沢市 宮前３７０－１ 山根　明美、山根　愛 保管 犬、猫（10頭/日）

210479 2017年03月13日 山根　明美 ワン　スマイル 藤沢市 宮前３７０－１ 山根　明美、山根　愛 訓練 犬　猫（3頭/週）

210480 2007年03月12日 森田　喜和 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＷＯＯＦＩＮ’ 逗子市 久木５－１５－２９ 森田　喜和 保管 犬　１日　２～４頭

210481 2007年03月13日 有限会社　山下商事 代表取締役　山下　測士 ドッグサロン　パピーラブ 平塚市 宝町１－１ 湘南ステーションビル　ラスカ１Ｆ 山下　測士 保管 犬　１日５頭

210482 2017年03月15日 株式会社ノウハウエンタープライズ 代表取締役　赤木　直美 株式会社ノウハウエンタープライズ 茅ヶ崎市 高田２－１３－２５ 赤木　直美 保管 犬　２頭/１日

210483 2007年04月10日 須藤　沙織 ペットサロン　ミルキー 茅ヶ崎市 堤６０－１ 須藤　沙織 保管 犬　（２～３頭）/１日

210484 2022年03月29日 平澤　駿 平澤動物病院 小田原市 西酒匂２－１０－３８ 平澤　駿 保管 犬、猫　各８ケージずつ　最大８頭 インコ、文鳥　４ケージ　最大４鳥 カメ　４ケージ　最大２匹

210485 2022年03月15日 有限会社　ｏｆｆｉｃｅ　ＳＮＰ 代表取締役　下田　浩之 まな動物病院 藤沢市 藤沢４－５－２ 下田　利恵 保管 犬・猫（６頭／日）

210486 2017年04月26日 畑　岳史 かたせ江の島どうぶつ病院 藤沢市 片瀬３－８－２０－１Ｆ 畑　岳史 保管 犬、猫（5～6頭/日）

210487 2007年04月24日 里見　節子 ワンワンランド 小田原市 南町４－５－７ 里見　節子 保管 犬(4頭）ホテル トリミング（8頭)1日最大

210488 2017年03月29日 石川　知衣乃 ドッググルーミング　Ｚｅｔｔｏ 南足柄市 塚原６９８－４ レジデンスＴ１０１号室 石川　知衣乃 保管 犬（月２２０頭）

210489 2022年03月09日 株式会社Ｃｏｏ&ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップ  Coo＆RIKU　秦野店 秦野市 落合３６１－６ 楠田　あき恵 販売 犬（20頭/月）、猫（10頭/月）

210490 2022年03月09日 株式会社Ｃｏｏ&ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップ  Coo＆RIKU　秦野店 秦野市 落合３６１－６ 楠田　あき恵 保管 犬（60頭/月）、猫（10頭/月）

210491 2022年03月09日 株式会社Ｃｏｏ&ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップ  Coo＆RIKU　秦野店 秦野市 落合３６１－６ 楠田　あき恵 展示 猫（３０頭）

210493 2007年04月25日 加藤　正 平塚乗馬クラブ 平塚市 城所１４４６ 加藤　正 保管 馬　２０頭

210494 2007年04月25日 加藤　正 平塚乗馬クラブ 平塚市 城所１４４６ 加藤　正 訓練 馬　２０頭

210495 2007年04月25日 加藤　正 平塚乗馬クラブ 平塚市 城所１４４６ 加藤　正 展示 馬　２０頭

210496 2007年05月07日 加藤　悦子 Blütenflug 秦野市 鶴巻南４－８－Ａ－１０２ 加藤　悦子 訓練 犬（８頭/日）

210497 2022年04月08日 松浦　左由里 ペットショップ　キーウエスト 愛甲郡愛川町 半原４０９５－４ 松浦　左由里 販売 猫　（親２０頭）

210498 2007年03月22日 藤巻　和三 ＥＫＮＡＴＯＮ　ＪＰ 海老名市 本郷１１７７－２ 藤巻　真由美 販売 犬（５頭）

210499 2022年03月14日 瀬戸　愛友 DOG　HOUSE　　こぐま 足柄上郡開成町 金井島１１２７－１ 瀬戸　愛友 販売 犬　（親犬　５頭）

210500 2022年03月14日 瀬戸　愛友 DOG　HOUSE　　こぐま 足柄上郡開成町 金井島１１２７－１ 瀬戸　愛友 保管 犬　（３頭/日）

210501 2007年04月05日 坂根　恵子 Ｐｕｃｈｉ　Ｄｏｇ/プチドッグ 鎌倉市 津５１３－３３ 坂根　恵子 保管 犬(１頭/２日）

210502 2017年04月11日 鈴木　優人 DogSalon  Happiness 藤沢市 土棚４４０ 鈴木　優人 保管 犬　１０頭/日

210503 2017年04月11日 鈴木　優人 DogSalon  Happiness 藤沢市 土棚４４０ 鈴木　優人 訓練 犬　（１０）/日

210504 2007年05月01日 株式会社　ぷるーと動物病院 代表取締役　馬場　貴司 ぷるーと動物病院 小田原市 田島５８－３ 馬場　貴司 保管 犬（４）　猫（４）　ウサギ（４）

210505 2007年03月22日 白井　和香子 Ｍ＆Ｗ　Ａｖｉａｒｙ 足柄下郡湯河原町 宮下７３４－５９ 白井　和香子 販売 オカメインコ(親20羽）

210506 2007年04月11日 渡井　賢次 Ｄｏｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ａ’Ｓ 綾瀬市 上土棚中１－４－１９ 渡井　あかね 保管 犬（45頭/月）

210507 2007年04月03日 酒井　紀江 ペットサロン　ぽぷり 藤沢市 下土棚１１７０－７ 酒井　紀江 保管 犬（3頭/日）

210508 2022年03月11日 戸塚　亜耶 Ｄｏｇ　Ｓｃｈｏｏｌ　ＭＯＭＯ 海老名市 杉久保北５－６－２０ 戸塚　亜耶 訓練 犬　１日５頭

210509 2022年03月15日 有限会社　大浩商事 取締役　大久保　浩之 Ｃａｔ　Ｆａｒｍ　Ｈａｄａｎｏ 秦野市 落合３６１－６ 小泉　ゆか 販売 猫（280）頭

210510 2012年04月26日 林　邦男 林動物病院 秦野市 寿町２－９ 林　良子 保管 犬　猫　合計１６頭

210511 2007年04月26日 小川　裕子 わんわんランド 伊勢原市 伊勢原２－７－９ 小川　裕子 保管 犬（50頭/週）

210512 2007年05月10日 株式会社新江ノ島水族館 代表取締役　堀　一久 新江ノ島水族館 藤沢市 片瀬海岸２－１９－１ ①白形　知佳、②崎山　直夫 展示 バンドウイルカ(9),カマイルカ(2),ハナゴンドウ(1),

オタリア(5),ミナミアメリカオットセイ(5),ゴマフア

ザラシ(4),コツメカワウソ(3),カピバラ（2）

フンボルトペンギン(32) アカウミガメ(５),アオウミガメ(９),タイマイ

(1),インドホシガメ(3),アカウミガメ×タイマイ

（1）

210513 2017年04月14日 株式会社新江ノ島水族館 代表取締役　堀　一久 新江ノ島水族館 藤沢市 片瀬海岸２－１９－１ ①白形　知佳、②崎山　直夫 販売 バンドウイルカ(9),カマイルカ(2),ハナゴンドウ(1),

オタリア(5),ミナミアメリカオットセイ(5),ゴマフア

ザラシ(4),コツメカワウソ(3),カピバラ（2）

フンボルトペンギン(32) アカウミガメ(５),アオウミガメ(９),タイマイ

(1),インドホシガメ(3),アカウミガメ×タイマイ

（1）

210514 2017年04月14日 株式会社新江ノ島水族館 代表取締役　堀　一久 新江ノ島水族館 藤沢市 片瀬海岸２－１９－１ ①白形　知佳、②崎山　直夫 保管 バンドウイルカ(9),カマイルカ(2),ハナゴンドウ(1),

オタリア(5),ミナミアメリカオットセイ(5),ゴマフア

ザラシ(4),コツメカワウソ(3),カピバラ（2）

フンボルトペンギン(32) アカウミガメ(５),アオウミガメ(９),タイマイ

(1),インドホシガメ(3),アカウミガメ×タイマイ

（1）

210515 2017年04月14日 株式会社新江ノ島水族館 代表取締役　堀　一久 新江ノ島水族館 藤沢市 片瀬海岸２－１９－１ ①白形　知佳、②崎山　直夫 貸出し バンドウイルカ(9),カマイルカ(2),ハナゴンドウ(1),

オタリア(5),ミナミアメリカオットセイ(5),ゴマフア

ザラシ(4),コツメカワウソ(3),カピバラ（2）

フンボルトペンギン(32) アカウミガメ(５),アオウミガメ(９),タイマイ

(1),インドホシガメ(3),アカウミガメ×タイマイ

（1）

210516 2007年03月20日 青木　大 あおき動物病院 厚木市 長谷３２－２ 青木　大 保管 犬(8)　猫(6)　ウサギ(2)/最大収容数

210517 2007年03月29日 瀬川　晴子 Ｖａｌｏｉｓ 藤沢市 獺郷７５８－３ 瀬川　晴子 販売 猫（メインクーン7匹　繁殖用）

210518 2007年03月20日 豊田　紀子 ペットムーヴ 鎌倉市 手広６－７－１－２０２ 豊田　紀子 保管 犬、猫（３～10/日）

210519 2012年03月13日 中山　征美 ａ．ｍ　ドッグファミリー 鎌倉市 小袋谷２－１４－１０ 中山　征美 販売 犬（15）

210520 2007年03月26日 松本　紀子 松本農園 足柄下郡真鶴町 岩８９８ 松本　紀子 販売 犬：成犬１５頭（繁殖犬２頭）　幼犬（年間２～５

頭）

210521 2007年03月26日 松本　紀子 松本農園 足柄下郡真鶴町 岩８９８ 松本　紀子 貸出し 犬（成犬11頭）

210522 2022年03月25日 合同会社　きたかまくら動物病院 　代表社員　戸塚　和宏 きたかまくら動物病院 鎌倉市 台５－１－９ 戸塚　和宏 保管 犬・猫　１日10頭
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210523 2017年05月09日 有限会社　みかん動物病院 取締役　福原　美千加 みかん動物病院 秦野市 今泉１３０４－３ 佐々木　涼太 保管 犬（17）猫（６）フェレット（２）ハムスター

（２）ウサギ（２）

セキセイインコ（２）オカメインコ（２）

210524 2022年04月14日 株式会社わんわんスタイルANNE 代表取締役　加藤　美智子 わんわん スタイル ＡＮＮＥ 厚木市 戸室４－１－４３　 加藤　美智子 保管 犬（15頭/日）

210525 2017年04月10日 高木　邦康 パルセル 中郡二宮町 中里１１３２－１ 高木　邦康 販売 犬・猫１５匹/年

210526 2017年03月30日 宇吹　美由花 ＰＳＫ　Ｂｉｒｄ 厚木市 まつかげ台４６－１２ 宇吹　美由花 販売 サザナミインコ（4羽）、シロハラインコ（4羽）

210527 2007年03月28日 一丸　容子 アニマルフレンド 平塚市 豊原町３－１８ 一丸　容子 保管 犬（２～３頭/日）

210528 2017年04月07日 亀山　康彦 亀山動物病院 茅ヶ崎市 香川２－２０－１３ 亀山　康彦 保管 犬、猫（５０頭/日）

210529 2007年03月30日 玉川　美佐子 Ｔ．Ｓ．Ｇ．　ＰＥＴＣＬＵＢ　ひめのおうち 大和市 上和田２５８８－３、５ 玉川　美佐子、井上　昌子 販売 犬　親　６０匹

210531 2007年04月13日 株式会社　ペッツフレンズコーポレー

ション

代表取締役　服部　章平 ペットプラザ鎌倉大船店 鎌倉市 岡本１１８８－１ コーナン鎌倉大船店内 葉山　和希 販売 犬（25頭）　猫（5頭）

210532 2007年04月13日 株式会社　ペッツフレンズコーポレー

ション

代表取締役　服部　章平 ペットプラザ鎌倉大船店 鎌倉市 岡本１１８８－１ コーナン鎌倉大船店内 葉山　和希 保管 犬（10頭）　猫（２頭）

210533 2007年05月14日 古屋　洋行 愛犬繁殖　古屋 平塚市 城所８５７－３ 古屋　洋行 販売 犬（パグ2、ポメラニアン12、ヨーキー3、フレンチ

13）/親犬の数

210534 2022年03月29日 株式会社　ジュディー 代表取締役　髙橋　彩 株式会社　ジュディー 小田原市 小八幡２－３－４ 髙橋　彩、杉井　和夫 販売 犬、ネコ　親５０頭

210535 2022年03月31日 冨岡　理恵子 Ｒｅｅｓ　ｈｏｕｓｅ 厚木市 上落合３６２－１ 冨岡　理恵子 販売 小型犬（5頭/親犬）

210536 2017年04月07日 有限会社ユーフォリア 代表取締役　小島　弘義 ユーフォリア　藤沢店 藤沢市 渡内１－３－１２ オリンピック藤沢店 山口　郁恵 販売 犬(10)、猫(10)

210537 2017年04月07日 有限会社ユーフォリア 代表取締役　小島　弘義 ユーフォリア　藤沢店 藤沢市 渡内１－３－１２ オリンピック藤沢店 山口　郁恵 保管 犬(5/月)、猫(5/月)

210538 2022年04月04日 株式会社ｋｌｅｅ 代表取締役　岡本　毅 みさきクローバー動物病院 三浦市 初声町三戸２１－２１ 岡本　毅 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット、齧歯類（20頭/週）

210539 2017年05月01日 オオイシアニマルホスピタル株式会社 代表取締役　大石　嘉則 おおいし動物病院 鎌倉市 長谷１－１４－１５ 白石　光希 保管 犬、猫（１０頭最大）

210540 2007年05月16日 鈴木　浩 すずき動物病院 座間市 南栗原４－３０－２５ 伊藤　碧 保管 犬(8)、猫(8)、ウサギ(8)、ハムスター(12)、フェ

レット(12)/最大収容数

インコ類(4/最大収容数) カメ(4/最大収容数)

210541 2007年05月17日 栁川　英雄 トリミングスタジオ　バブル 平塚市 岡崎６３７５－８ 栁川　英雄 保管 犬（１０頭）１日

210542 2012年04月11日 葛西　郷子 ドックサロン　シェリー 三浦郡葉山町 堀内６１２－４ 葛西　郷子 保管 犬（２～３頭）/日

210543 2022年04月08日 柴野　美幸 YUPA  HAUS 南足柄市 三竹１０４－２ 柴野　美幸 販売 犬10頭（繁殖犬）

210544 2017年04月13日 三浦　小夜子 キャットシッター　みうら 座間市 座間１－３０７８－７ 三浦　小夜子 保管 猫（１～５匹/日）

210545 2022年04月08日 株式会社　ＢＵＬＬ　ＲＵＳＨ　ＧＡ

ＲＡＧＥ

代表取締役　金井　和彦 ＢＵＬＬ　ＲＵＳＨ 平塚市 土屋２３１８ 金井　倫良 販売 犬（親２頭）　チワワ、ジャーマンシェパード

210546 2022年04月08日 株式会社　ＢＵＬＬ　ＲＵＳＨ　ＧＡ

ＲＡＧＥ

代表取締役　金井　和彦 ＢＵＬＬ　ＲＵＳＨ 平塚市 土屋２３１８ 金井　倫良 保管 犬　猫　１～２頭/日

210547 2007年05月21日 大井　隆一 オオイドッグスクール 藤沢市 柄沢２－２７－２３ 大井　隆一 訓練 犬(３頭/月）

210548 2007年04月06日 有限会社　のっぽ 代表取締役　永田　浩之 のっぽ動物病院 鎌倉市 岡本２－１２－２ 永田　浩之 保管 犬（８頭）　猫（８頭）/最大収容数 小鳥類（７～８羽）

210549 2007年03月30日 株式会社　マキバ 代表取締役　山田　恭三 ハンディホームセンター　湯河原店　ペットセンター 足柄下郡湯河原町 中央３－１１－７ 露木　美佐子 販売 ハムスター・ウサギ　12匹 インコ・文鳥・他　10匹 ゼニガメ　10匹

210550 2007年05月09日 熊澤　美穂 トリマーハウス　ＢＩＧＧＹ 足柄上郡大井町 西大井３２３－３ 熊澤　美穂 保管 犬　月３頭

210551 2007年04月12日 長田　美砂 トリミングサロン　オサダ 藤沢市 片瀬山３－２１－１６ 長田　美砂 保管 犬(1頭/日）

210552 2007年04月26日 井上　真純 Ｄｏｇ Ｆｒｉｅｎｄ　イノウエ 逗子市 小坪７－１１－２５ 及川　徹 保管 犬　猫（１日１０頭）

210553 2007年05月09日 遠藤　文子 愛犬の美容室　ポップ 座間市 栗原中央３－１４－１４ 遠藤　文子 保管 犬、猫　４頭/１日

210554 2022年04月19日 風花東京株式会社 代表取締役　三品　明子 風花東京株式会社　LAGUNA 大和市 南林間２－１－５　２F 三品　滉大 販売 犬・猫　最大収容頭数６頭

210555 2022年04月19日 風花東京株式会社 代表取締役　三品　明子 風花東京株式会社　LAGUNA 大和市 南林間２－１－５　２F 三品　滉大 保管 犬・猫　最大収容頭数６頭

220001 2012年04月16日 三冨　友理 ｃｈｅｅｒｓ 座間市 入谷西５－２６－２ 三冨　友理 訓練 犬　月１５～２０頭

220002 2007年05月07日 今村　陽子 トリミングハウス　ＲＯＣＯ 平塚市 めぐみが丘２－２８－１ 今村　陽子 保管 犬　３頭

220003 2007年04月19日 森嶋　隆 湘南バード 藤沢市 片瀬海岸３－１８－９ 平塚　直行 販売 ウサギ（５０）　モルモット（5０）　ハムスター

（３００）

インコ（２００）　オウム（１０）　フィンチ

（１００）

水ガメ（５００）　陸ガメ（１００）　トカゲ

（５０）

220004 2007年05月21日 中口　靖男 中口警察犬訓練所 高座郡寒川町 小谷３－１４－７ 中口　美由紀 販売 犬　５頭（親犬）

220005 2007年05月21日 中口　靖男 中口警察犬訓練所 高座郡寒川町 小谷３－１４－７ 中口　美由紀 保管 犬（10頭/月)

220006 2007年05月21日 中口　靖男 中口警察犬訓練所 高座郡寒川町 小谷３－１４－７ 中口　美由紀 訓練 犬（5頭/月)

220007 2022年04月27日 志賀　ゆか里 ＤＯＧＳＡＬＯＮ　ななまる 小田原市 成田１９２－２ 志賀　ゆか里 保管 犬　（３～４頭/日）

220008 2017年04月10日 庄司　悠子 トリミングサロン　COCO 足柄上郡開成町 中之名１３４－２ 庄司　悠子 保管 犬　週8頭

220009 2017年05月31日 萩原　幸子 Ｃｈｅｚ　Ｗａｖｅ 伊勢原市 下谷１８１－４ 萩原　幸子 販売 犬　１頭

220010 2017年05月31日 萩原　幸子 Ｃｈｅｚ　Ｗａｖｅ 伊勢原市 下谷１８１－４ 萩原　幸子 保管 犬(一日３頭まで）

220011 2017年05月31日 萩原　幸子 Ｃｈｅｚ　Ｗａｖｅ 伊勢原市 下谷１８１－４ 萩原　幸子 訓練 犬（一日３頭まで）

220012 2007年05月07日 石原　伸男 犬の美容室　イシハラ 座間市 ひばりが丘２－３０－１３ 石原　伸男 保管 犬（３０頭/月）

220013 2007年04月19日 阿部　博子 あるかどうぶつ病院 海老名市 河原口２－１５－２２　 厚木倉庫ビル１F 阿部　博子 保管 犬（6）　猫（４）　ウサギ（1）　ハムスター

（1）/1日

220014 2007年05月21日 𠮷田　妙子 ペットサロン　キャンディ 三浦市 南下浦町上宮田３５３４－６ 𠮷田　妙子 保管 犬　猫（５頭/日）

220015 2017年04月17日 鈴木　優香 Ｄｏｇ　Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ＣＬＥＡ 平塚市 四之宮３－１２－４１ 鈴木　優香 保管 犬　10頭/月

220016 2007年04月17日 鈴木　優香 Ｄｏｇ　Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ＣＬＥＡ 平塚市 四之宮３－１２－４１ 鈴木　優香 訓練 犬　5頭/1日

220017 2007年05月23日 有限会社　アオノ 代表取締役　青野　浩之 あおのペットクリニック 小田原市 府川３１－２ 青野　浩之 保管 犬（１２頭/日）　猫（６頭/日）

220018 2007年05月07日 有限会社　フオーヴル 代表取締役　太田　慎一 ライフタウンペットショップ 藤沢市 大庭５０６１－２ 協同組合ライフピア内 太田　恵美子 販売 犬猫（３～４頭）ウサギ（４匹）ハムスター（５

匹）　リス（５匹）/月

小鳥（５０）/月 カメ（１０）/月

220019 2007年05月07日 有限会社　フオーヴル 代表取締役　太田　慎一 ライフタウンペットショップ 藤沢市 大庭５０６１－２ 協同組合ライフピア内 太田　恵美子 保管 犬　猫（３～４頭）

220020 2017年05月12日 有限会社　フオーヴル 代表取締役　太田　慎一 善行愛犬美容室 藤沢市 善行５－１－１６ 太田　慎一 保管 犬猫各５～６頭/日

220021 2007年05月16日 栄和貿易株式会社 代表取締役　田中　祐司 鎌倉ペットセンター 鎌倉市 御成町６－４ 田中　祐司 販売 犬（１～２）ウサギ（２～３）ハムスター（10）/年 インコ科　ヒインコ科　カエデチョウ科　アトリ

科（含カナリヤ）各5～10羽

クサガメ（各５～１０）

220022 2007年05月16日 栄和貿易株式会社 代表取締役　田中　祐司 鎌倉ペットセンター 鎌倉市 御成町６－４ 田中　祐司 保管 犬（１～２）ウサギ（２～３）ハムスター（10）/年 インコ科　ヒインコ科　カエデチョウ科　アトリ

科（含カナリヤ）各5～10羽

クサガメ（各５～１０）

220023 2007年06月06日 弓倉　宏久 えびなペットクリニック 海老名市 中新田４－１４－１０ 弓倉　里恵 保管 犬　猫（３～４頭/日）

220024 2012年05月07日 木村　有希 シエル 小田原市 江之浦３６１ 木村　有希 保管 犬（美容　３頭/日・預かり　５頭/日）

220025 2022年04月25日 山下　麻由美 さぷりの家 綾瀬市 小園南２－２１－６ 山下　麻由美 保管 犬　１日３頭まで

220026 2017年05月02日 今井　由江 Dogs Milky Wan 足柄上郡開成町 吉田島３０６３－１１ 今井　由江 訓練 犬（１００頭/年）

220027 2017年05月02日 今井　隆 Ｍｉｌｋｙ－Ｗａｎ（ミルキーワン） 足柄上郡開成町 吉田島３０６３－１１ 今井　隆 販売 小動物（ハリネズミ　フクロモモンガ）年間200匹

220028 2012年04月24日 今井　隆 Ｍｉｌｋｙ－Ｗａｎ（ミルキーワン） 足柄上郡開成町 吉田島３０６３－１１ 今井　隆 保管 小動物（ハリネズミ　フクロモモンガ）年間２０匹

220029 2012年07月30日 今井　隆 Ｍｉｌｋｙ－Ｗａｎ（ミルキーワン） 足柄上郡開成町 吉田島３０６３－１１ 今井　隆 貸出し ハリネズミ　ウサギ等 ボールパイソン　フトアゴヒゲトカゲ等

220030 2007年04月16日 鴨居　育子 Maine Coon Cattery Ｋｉｒｄｃｏｏｎ 鎌倉市 浄明寺６－１２－９ 鴨居　育子 販売 猫（メインクーン）　繁殖用１２頭

220031 2007年05月30日 大村　美代子 Ｌａ　Ｐｉｓｔａ/日本ペットシッターサービス湘南藤沢

店

藤沢市 片瀬海岸２－１８－１－４０１ 大村　美代子 保管 犬（２）猫（４～５）ハムスター（１）/日
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220032 2022年04月14日 飯島　香織 ハニーモモンガ 厚木市 旭町１－２５－１ ザ・パークハウス本厚木タワー１６０１飯島　香織 販売 フクロモモンガ 20匹(繁殖用） ヒョウモントカゲモドキ10 匹（繁殖用）

220033 2022年04月15日 宇野　綾香 Pet salon　CLOVER 厚木市 及川２丁目１－１ 宇野　綾香 保管 犬（１～５/日）

220034 2007年05月02日 須田　史代 トリミングルーム　バディー 藤沢市 天神町２－１３－１７ 須田　史代 保管 犬　猫（２５頭/月）

220035 2007年05月14日 安井　理佳 ペットの床屋　ラムネ 鎌倉市 岩瀬１－１６－１５ 安井　理佳 保管 犬　猫　１日１０頭

220036 2022年05月06日 西山　隼 リバーサイド　ラーテル 高座郡寒川町 宮山３０４９－１ 西山　隼 販売 犬１５頭（親犬）

220037 2007年05月22日 赤羽　一俊 あかはね動物病院 大和市 中央林間１－１０－２ 赤羽　一俊 保管 犬（１～３頭/日）　猫　ウサギ　ハムスター セキセイインコ　文鳥　オカメインコ

220038 2007年05月07日 池田　弘彰 ＯＩＳＯ乗馬クラブ 中郡大磯町 寺坂５１９－１ 池田　弘彰 保管 馬（２３頭）

220039 2007年05月07日 池田　弘彰 ＯＩＳＯ乗馬クラブ 中郡大磯町 寺坂５１９－１ 池田　弘彰 展示 馬（２３頭）

220040 2007年05月15日 有限会社　エンゼル 代表取締役　小林　智 ペットショップ　エンゼル　大和店 大和市 福田５６７０－１ 繁昌　美貴 販売 犬（２００頭/年）　猫（１００頭/年）

220041 2007年05月15日 有限会社　エンゼル 代表取締役　小林　智 ペットショップ　エンゼル　大和店 大和市 福田５６７０－１ 繁昌　美貴 保管 犬（３０頭/年）　猫（１０頭/年）

220042 2017年05月09日 海老原　悟 DE　BOO　AVIARY 海老名市 河原口５－４－３ セザールグラン海老名６０２ 海老原　悟 販売 オキナインコ(親２羽）

220043 2022年04月26日 風岡　広美 ｓｍｉｌｅ　ｈｏｕｓｅ　姫 大和市 桜森２－１０－５ 風岡　広美 保管 犬　１日３頭まで

220044 2007年04月25日 守屋　博子 Ｄｕｃａｌｅ　Ｍａｉｎｅ　Ｃｏｏｎｓ 茅ヶ崎市 東海岸南３－２－４３ 守屋　俊介 販売 ２頭（メインクーン）/親

220045 2007年05月15日 野澤　信一 わんこのへや　ラブ＆ショコラ 南足柄市 沼田４５７－３ 野澤　信一 保管 犬　５（月）

220046 2017年04月28日 戸松　周平 ～Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｒｍ～ 座間市 相模が丘３－３３－９ 戸松　周平 販売 ヘビ（５０匹）トカゲ（３０匹）ヤモリ（３０

匹）

220047 2007年04月27日 高橋　典子 Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｓｈｏｎａｎ 茅ヶ崎市 浜竹４－１－１９ 高橋　典子 保管 犬（３頭）

220048 2012年04月20日 高橋　典子 Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｓｈｏｎａｎ 茅ヶ崎市 浜竹４－１－１９ 高橋　典子 訓練 犬

220049 2007年05月24日 清水　敦志 ミユキ動物病院 小田原市 本町１－１０－７ 清水　敦志 保管 犬（２０頭/月）猫（２頭/月）ウサギ（１匹/月）ハ

ムスター（１匹/月）

セキセイインコ（1羽/月）

220050 2022年04月27日 藍田　知依 ドッグスクール　絆 愛甲郡愛川町 中津２７４４－２１ 藍田　知依 保管 犬（４頭/日）

220051 2022年04月27日 藍田　知依 ドッグスクール　絆 愛甲郡愛川町 中津２７４４－２１ 藍田　知依 訓練 犬（５頭/日）

220052 2017年06月09日 尾坂　貴 鳥の遊び場　鳥楽園 茅ヶ崎市 浜之郷５５１－１ 尾坂　貴 貸出し インコ・オウム２９羽

220053 2007年05月14日 御嶽　たかね ドックサロン　クリップ 足柄下郡湯河原町 土肥２－２１－４ 御嶽　たかね 保管 犬（１～２頭/日）

220054 2007年05月16日 秋山　丈二 大磯どうぶつ病院 中郡大磯町 大磯１８９３－２ 小島　孝予 保管 犬　猫　最大２０頭 インコ　　小鳥　５羽

220055 2022年04月22日 株式会社　YUI 代表取締役　眞弓　雅行 藤沢ゆい動物病院 藤沢市 渡内４－１－１４ 眞弓　雅行 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター、フェレット（最大収

容数10）

220056 2007年05月17日 今井　拓 今井商店 平塚市 御殿１－２１－３３ 今井　拓 販売 ヘルマンリクガメ（３）コーンスネーク（２

０）アオダイショウ（３）

220057 2007年05月22日 有限会社　ドリトル動物病院 代表取締役　井上　京市 有限会社　ドリトル動物病院 小田原市 栢山４２０－４ 井上　さくみ 保管 犬　猫　週１０頭

220058 2022年04月25日 矢澤　憲昭 矢澤獣医科病院 伊勢原市 笠窪３２７－１ 矢澤　眞由美 保管 猫　小型犬（10頭）

220059 2007年05月24日 天野　真由美 天野愛犬美容室 厚木市 長谷１１３８－１ 天野　真由美 保管 犬（６）/日

220060 2007年05月24日 齋藤　隆 七里ガ浜ペットクリニック 鎌倉市 七里ガ浜東４－５－１ 齋藤　隆 保管 犬　猫　兎(20頭/月）

220061 2007年05月15日 山本　里沙 わんわん美容室　ＫＡＮＯＮ 海老名市 大谷北２－１０－５８ 山本　里沙 保管 犬　１日３頭

220062 2022年05月17日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ぺテモどうぶつ医療センター相模原　サテライト座間 座間市 広野台２丁目10番4号 児玉　美櫻 訓練 犬、猫（5頭/週）

220063 2007年05月15日 佐藤　由紀恵 愛犬美容室　ドリス 鎌倉市 津西１－１－１２ 佐藤　由紀恵 保管 犬（３頭/日）

220064 2022年04月28日 斎藤　稔 しっぽアニマルクリニック 平塚市 幸町２８－１４ 斎藤　稔 保管 犬（6）、猫（4）/日

220065 2022年05月10日 有限会社　ワンラブ 代表取締役　小林　励 ペットショップ　ワンラブ　フレスポ小田原店 小田原市 前川１２０ フレスポ小田原シティーモール南館１階中井　俊介 販売 犬（１８）　猫（１５）

220066 2022年05月10日 有限会社　ワンラブ 代表取締役　小林　励 ペットショップ　ワンラブ　フレスポ小田原店 小田原市 前川１２０ フレスポ小田原シティーモール南館１階中井　俊介 保管 犬（１３）　猫（２）

220067 2007年05月25日 有限会社米倉 代表取締役　米倉　徹也 米倉動物病院 秦野市 曽屋１－５－１ 米倉　徹也 保管 犬、猫（3頭/日）

220068 2007年05月14日 吉澤　綾香 犬のお風呂屋さん　わんピース 高座郡寒川町 一之宮２－４－１３ 吉澤　綾香、吉澤　由巳 販売 犬（柴３０頭）

220069 2007年05月14日 吉澤　綾香 犬のお風呂屋さん　わんピース 高座郡寒川町 一之宮２－４－１３ 吉澤　綾香、吉澤　由巳 保管 犬（30頭/月）

220070 2007年05月14日 有限会社　杉山動物病院 取締役　杉山　直由 有限会社　杉山動物病院 伊勢原市 岡崎６９８１－２ 杉山　直由 保管 犬（５０頭/月）　猫（３頭/月）

220071 2007年05月16日 山下　正男 ペットハウス　パル 秦野市 弥生町１－５ 山下　正男 保管 犬　（犬　３頭/月）

220072 2007年05月21日 中口　靖男 ドッグショップ　ハッピーパック 高座郡寒川町 小動４３０－５ 中口　靖男 保管 犬（２頭/日）

220073 2017年05月10日 亀井　照美 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｄｏｇ 大和市 つきみ野４－１１－４２ エステートつきみ野１０６ 亀井　照美 訓練 犬（４～５頭／日）

220074 2007年05月24日 宮田　努 トムズどうぶつ病院（逗子） 逗子市 沼間１－５－１０ 古川　聖奈 保管 犬　猫（4頭/日）

220075 2007年05月24日 宮田　努 トムズどうぶつ病院（鎌倉） 鎌倉市 由比ガ浜２－１６－１ 田村　典枝 保管 犬　猫（4頭/日）

220076 2007年05月25日 株式会社　クリエ三浦 代表取締役　須江　次郎 クリエ三浦 三浦市 初声町高円坊１２４２ 須江　次郎 保管 馬（２８）

220077 2007年05月25日 株式会社　クリエ三浦 代表取締役　須江　次郎 クリエ三浦 三浦市 初声町高円坊１２４２ 須江　次郎 展示 馬（２８）

220078 2022年06月14日 石川　知衣乃 ドッググルーミング　Ｚｅｔｔｏ　緑庵店 小田原市 寿町３－８－２３ 廣澤　文香 保管 犬　（１日４頭）

220079 2022年08月24日 株式会社Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 代表取締役　田形　沙友里 Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ファーム田形 足柄上郡中井町 井ノ口２４４２－１３ 田形　沙友里 貸出し ウサギ（５）、ヤギ（４）、羊（４）、ウマ（１） ハト（１０）、小鳥（１０）、ニワトリ（１

０）、アヒル（１０）

220080 2022年08月24日 株式会社Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 代表取締役　田形　沙友里 Ｓ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ファーム田形 足柄上郡中井町 井ノ口２４４２－１３ 田形　沙友里 展示 ウサギ（５）、ヤギ（４）、羊（４）、ウマ（１） ハト（１０）、小鳥（１０）、ニワトリ（１

０）、アヒル（１０）

220081 2007年05月17日 吉川　利恵 ペットショップ　ルナ 中郡二宮町 中里１０３４－１ 吉川　利恵 販売 犬（親犬20頭）

220082 2007年05月17日 吉川　利恵 ペットショップ　ルナ 中郡二宮町 中里１０３４－１ 吉川　利恵 保管 犬（２～３頭／日）

220083 2007年05月24日 山口　恭弘 山口動物病院 秦野市 西田原９６０－２ 山口　恭弘 保管 最大２１（犬と猫）

220084 2007年05月25日 勝　泰彰 逗子動物病院 逗子市 久木４－３－７ 勝　泰彰 保管 犬（１２）　猫（１２）　ウサギ（１２）（１日最

大）

220085 2007年05月28日 宝村　京子 Ｐａｗ　Ｆａｍｉｌｙ 平塚市 万田８４８－１７ 宝村　京子 訓練 犬(２～３/日）

220086 2007年05月28日 宝村　京子 Ｐａｗ　Ｆａｍｉｌｙ 平塚市 万田８４８－１７ 宝村　京子 保管 犬(２～３/日）

220087 2022年05月27日 佐藤　瞳 Y's　湘南　人と犬の快体院 藤沢市 辻堂東海岸４丁目３－２１ 佐藤　瞳 保管 犬及び猫（１頭/日）

220088 2017年05月31日 株式会社Fu-Fu-ペット 代表取締役　山本　修史 ふぅふぅペット　秦野店 秦野市 三屋１１６－３ 山本　修史 販売 ハムスター、リス、ウサギ、モルモット、ハリネズ

ミ、チンチラ、モモンガ、フェレット、（30匹/月）　

犬、猫　（4～5頭/月）

家禽、オウム類、フィンチ類、インコ類/（500羽

/年）

カメ、ヘビ、トカゲ、ヤモリ等（５～６匹/

年）

220089 2017年05月31日 株式会社Fu-Fu-ペット 代表取締役　山本　修史 ふぅふぅペット　秦野店 秦野市 三屋１１６－３ 山本　修史 保管 ハムスター、リス、ウサギ、モルモット、ハリネズ

ミ、チンチラ、モモンガ、フェレット、犬、猫　等

（35頭/月）

家禽、オウム類、フィンチ類、インコ類（5～６

羽/月）

カメ、ヘビ、トカゲ、ヤモリ等（5～6匹/年）

220090 2007年05月21日 三富　功雄 犬の美容院　Ｍ＆Ｍ 逗子市 逗子２－６－２２ 三富　ミツ子 保管 犬、猫（５～７頭/日）

220091 2007年05月23日 長嶋　由美子 Sandii 藤沢市 石川１－１４－２９ 長嶋　由美子 保管 犬（最大５頭/日）

220092 2007年05月22日 白砂　善治 ＥＧＧ 平塚市 平塚５－８－７ 白砂　善治 販売 トカゲ　ヘビ　カメ　両生有尾類　最大３０匹

/月

220093 2017年05月30日 ジュシーフ　恵子 Ｌｏｎｄｏｎ　Ｌｅｏｐａ 伊勢原市 日向１０４８－７ ジュシーフ　恵子 販売 トカゲ・トカゲモドキ・ヤモリ（最大1000匹）

220094 2007年05月22日 佐々木　了 佐々木ドッグトレーニング 中郡大磯町 東小磯１０７－３５ 佐々木　了 訓練 犬（10頭/月）

220095 2007年05月25日 有限会社　アニマルプロテクション 代表取締役　小川　密子 湘南動物愛護病院 茅ヶ崎市 新栄町１３－１６ 末竹　史 保管 犬 猫 うさぎ フェレット（10頭/日） インコ、文鳥（年2回） カメ（年１回）

220096 2012年05月25日 有限会社　ラブリーハウス 代表取締役　吉田　信昭 ペットショップ　バンビ 大和市 渋谷２－９－４ 吉田　信昭 販売 猫（60頭/年）

220097 2012年05月25日 有限会社　ラブリーハウス 代表取締役　吉田　信昭 ペットショップ　バンビ 大和市 渋谷２－９－４ 吉田　信昭 保管 犬、猫（５頭/週）
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第一種動物取扱業者登録簿（2023年3月31日現在）

220098 2022年05月19日 ジャペルパートナーシップサービス株

式会社

代表取締役　北山　康徳 ペッツワン　秦野店 秦野市 落合４８０ 奥住　陽子 販売 犬１０　猫３　ウサギ３　モルモット３　ハムス

ター１０

インコ１０　フィンチ５ ヒョウモントカゲモドキ１０

220099 2022年05月19日 ジャペルパートナーシップサービス株

式会社

代表取締役　北山　康徳 ペッツワン　秦野店 秦野市 落合４８０ 奥住　陽子 保管 犬猫５　小動物３ 小鳥３

220100 2007年05月29日 谷地畝　美恵子 谷地畝　美恵子 茅ヶ崎市 香川１－１７－１６ ㈱タイガー自動車用品内 谷地畝　美恵子 訓練 犬（０～１頭/日）

220101 2022年06月28日 柴﨑　香織 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　Ｄｉａｒｙ 伊勢原市 板戸７６０－１ 柴﨑　香織 保管 犬（１日４頭）

220102 2007年05月29日 山内　康弘 ＳＣＨＮＡＵＺＥＲ　ＬＡＮＤ　Ｒｉｖ 中郡二宮町 山西４５０－１ 山内　えり子 販売 犬（親犬２頭）

220103 2007年05月29日 山内　康弘 ＳＣＨＮＡＵＺＥＲ　ＬＡＮＤ　Ｒｉｖ 中郡二宮町 山西４５０－１ 山内　えり子 保管 犬（１日あたり最大８頭）

220104 2007年05月28日 岩城　和美 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＫＡＺＵ 小田原市 浜町４－２７－１５ 岩城　和美 販売 犬（ラブラドール・レトリバー３頭　繁殖犬）

220105 2007年05月28日 岩城　和美 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＫＡＺＵ 小田原市 浜町４－２７－１５ 岩城　和美 保管 犬（最大１０頭/月）

220106 2007年05月28日 岩城　和美 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＫＡＺＵ 小田原市 浜町４－２７－１５ 岩城　和美 訓練 犬（一日最大６頭）

220107 2017年06月01日 𠮷田　麻衣子 トリミングルーム　utatane 鎌倉市 笛田6-10-14 𠮷田　麻衣子 保管 犬（４頭/日）

220108 2022年05月24日 江藤　竜矢 Dog  salon  Dackel 海老名市 大谷北３－２－８－２ 江藤　竜矢 保管 犬(２～３頭/日）

220110 2017年07月07日 株式会社Ｈｏｐｅ　Ｄｏｇｓ 代表取締役　荒木　勇希 Ｈｏｐｅ　Ｄｏｇｓ 藤沢市 高倉２４１６－９ 荒木　勇希 訓練 犬（１５頭/日）

220111 2007年05月30日 太田　惠子 ペットヘルパー・モア 平塚市 中原３－６－１０－２ 太田　惠子 保管 収容　猫１匹、ペットシッター：犬猫小動物２０頭/

日

220112 2017年05月31日 大谷　恵里 Ｒｅｄｏｇ 愛甲郡愛川町 田代７－５ 大谷　恵里 保管 犬（３０頭/月）

220113 2022年05月27日 林　大輔 はやし犬・猫病院 厚木市 妻田南２－９－２９ サウスコムーネN１０５号室 林　大輔 保管 犬、猫　最大４頭

220115 2007年05月30日 小田原市 市長　守屋　輝彦 小田原動物園 小田原市 城内６－１ 諸星　典央 展示 ニホンザル（８）

220116 2007年05月29日 大橋　信明 大橋動物病院 藤沢市 鵠沼神明３－３－２１ ①大橋　敦子、　②浅見　由紀子 保管 犬（４）、猫（４）

220117 2007年05月29日 田中　伸枝 キャラ動物病院 平塚市 四之宮２－１１－４３ 田中　伸枝 保管 犬（１頭/１日）猫（１匹/１日）その他小動物 小型鳥類（1羽/日） カメ　イグアナ等（1頭/日）

220118 2007年05月23日 株式会社西武・プリンスホテルズワー

ルドワイド

代表取締役　小山　正彦 箱根園水族館 足柄下郡箱根町 元箱根１４０番２ 島本　大樹 展示 バイカルアザラシ３頭、ゴマフアザラシ２頭、コツ

メカワウソ４頭

キングペンギン８羽、ジェンツーペンギン４羽、

マカロニペンギン４羽、ケープペンギン３羽、シ

ナガチョウ３羽、ヒメウズラ12羽

ワニガメ１匹、カミツキガメ１匹、フロリダア

カハラガメ１匹、キタシロクチドロガメ１匹、

スッポンモドキ１匹、ヒラリーカエルガメ１

匹、ミシシッピーニオイガメ１匹、ニホンスッ

ポン１匹、ジーベンロックナガクビガメ２匹、

ミシシッピーアカミミガメ２匹、ビルマヤマガ

メ１匹、クサガメ５匹、アオウミガメ３匹、イ

シガメ４匹

220119 2007年05月25日 有限会社　スヤマコーポレーション 代表取締役　須山　光央 須山警察犬・愛犬訓練学校 伊勢原市 沼目７－１０１１－２ 須山　永久 販売 犬　月３頭

220120 2007年05月25日 有限会社　スヤマコーポレーション 代表取締役　須山　光央 須山警察犬・愛犬訓練学校 伊勢原市 沼目７－１０１１－２ 須山　永久 保管 犬　月５頭

220121 2007年05月25日 有限会社　スヤマコーポレーション 代表取締役　須山　光央 須山警察犬・愛犬訓練学校 伊勢原市 沼目７－１０１１－２ 須山　永久 訓練 犬　月３０頭

220122 2012年06月19日 永井　和彦 カットインドッグ 藤沢市 湘南台１－３０－３１ 永井　和彦 保管 犬（８頭/日）

220123 2007年05月29日 有限会社　ファアニーメディカルサイ

エンスインターナショナル

代表取締役　高橋　俊一 ファミリーアニマルホスピタル　高橋動物病院 大和市 下鶴間１７８５－１ 高橋　俊一 保管 犬、猫、ウサギ、モルモット、ハムスター（最大24

頭）

小鳥（小型～中型）（最大10羽）

220124 2007年05月28日 森田　園加 ペットホテル　ミュウの家 鎌倉市 津５９９－１５ 森田　園加 保管 犬(３頭/月）

220125 2022年06月06日 遠藤　美咲 Coral 茅ヶ崎市 南湖４－２－３０ 遠藤　美咲 販売 猫（繁殖用２頭）

220126 2007年06月04日 中村　由美子 Ｄｏｇ　Ｈｏｍｅｓｔａｙ　ＦＬＵＦＦＹ　ＤＯＧ 足柄上郡松田町 松田惣領１５４－４ 中村　由美子 保管 犬（最大3頭/日）

220127 2022年05月27日 板垣　達也 わん！ルーム 大和市 上草柳３丁目５－１６ 板垣　達也 保管 犬（１）

220128 2017年06月05日 星野　良子 Ｔａｉｌ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ａｉｒ 厚木市 飯山４３８４－５ 星野　良子 保管 犬（１～３頭/日）

220129 2017年06月05日 星野　良子 Ｔａｉｌ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ａｉｒ 厚木市 飯山４３８４－５ 星野　良子 訓練 犬（１～３頭/日）

220130 2017年06月19日 株式会社オールマイティー 代表取締役　落　昭弘 まいきゃっと 足柄下郡湯河原町 福浦２４４－１ 落　幸佳 展示 猫（最大２０頭）

220131 2017年06月19日 株式会社オールマイティー 代表取締役　落　昭弘 まいきゃっと 足柄下郡湯河原町 福浦２４４－１ 落　幸佳 保管 猫（最大５頭/週）

220132 2017年06月19日 株式会社オールマイティー 代表取締役　落　昭弘 まいきゃっと 足柄下郡湯河原町 福浦２４４－１ 落　幸佳 販売 猫（最大１～２頭/月）

220133 2012年06月25日 米山　一人 ｗａｎ　ぴ～す 小田原市 久野２２２５－１３ 米山　三千代、米山　一人 販売 犬（親犬10頭、販売数20頭/年）

220134 2012年06月12日 大江　隆治 タッカーケネル 座間市 南栗原１－６－７ 大江　隆治 販売 犬（親犬2～3頭）

220135 2007年06月20日 大江　隆治 タッカーケネル 座間市 南栗原１－６－７ 大江　隆治 保管 犬（30頭/月）

220136 2022年06月23日 株式会社　セシル 代表取締役　白井　久仁 ペッツセシリア厚木南店 厚木市 酒井１６０１番地４ 勢山　奈々 販売 犬（15頭）、猫（15頭）

220137 2022年06月23日 株式会社　セシル 代表取締役　白井　久仁 ペッツセシリア厚木南店 厚木市 酒井１６０１番地４ 勢山　奈々 保管 犬（６頭）、猫（６頭）

220138 2012年06月28日 特定非営利活動法人　日本アニマルセ

ラピー協会

理事 横内 由紀、理事 木戸　敏徳、理事 棚成 嘉文特定非営利活動法人　日本アニマルセラピー協会 大和市 大和南１－１５－６ 横内　由紀 展示 犬１頭

220139 2007年06月04日 藤田　真弓 パップスフレンズ 藤沢市 辻堂東海岸１－１１－２６ 藤田　真弓 訓練 犬(最大20頭/日）

220141 2022年07月13日 アニコム先進医療研究所株式会社 代表取締役　河本　光祐 愛甲石田どうぶつ病院　分院 伊勢原市 高森１１９５－４ エンブレム伊勢原高森１Ｆ 北野　奨大 販売 犬、猫（20頭）

220142 2022年07月13日 アニコム先進医療研究所株式会社 代表取締役　河本　光祐 愛甲石田どうぶつ病院　分院 伊勢原市 高森１１９５－４ エンブレム伊勢原高森１Ｆ 北野　奨大 保管 犬、猫（20頭/日）

220143 2022年06月27日 高野　順子 愛Ｄｏｇ　Ⅱ 厚木市 上荻野２０２２－４ 高野　順子 販売 犬（15頭）（親犬最大15）

220144 2012年07月17日 青木　知恵 きらら☆わんこのおうち 高座郡寒川町 大曲１－２－１８ 青木　知恵 保管 犬（最大３頭まで）

220145 2012年07月02日 三堀　玲奈 Blue Sky REINA 綾瀬市 綾西５－５－１ 三堀　玲奈 販売 犬（親犬45頭）

220146 2012年07月02日 三堀　玲奈 Blue Sky REINA 綾瀬市 綾西５－５－１ 三堀　玲奈 保管 犬（５頭/週）

220147 2022年07月05日 鳳　静香 ペットホテル　WANKURU　house　鵠沼 藤沢市 本鵠沼２丁目１３－１７ 渡辺事務所２階 鳳　静香 保管 犬（15～20頭）

220148 2012年07月05日 髙野　真子 Dog Bath...M 秦野市 戸川１６７－８ 髙野　真子 保管 犬（１～２頭/日）

220149 2012年06月15日 大森　愛 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ＷＡＮ 座間市 栗原中央１－３４－２９ 髙橋　彩未 販売 犬（親犬５頭）

220150 2022年06月22日 金子　智秋 ゆりあ 綾瀬市 寺尾本町１－１７－４９ 金子　智秋 販売 犬（親犬５頭）

220151 2022年06月27日 小川　正明 Ｖｏｒｔｅｘ 南足柄市 関本７２７－１ 小川　正明 販売 小型犬（親犬70頭）

220155 2022年06月22日 柏栁　伊代 出張訓練　ｕｌｕ 平塚市 南金目１８３９－２４ 柏栁　伊代 訓練 犬（５頭）

220156 2012年07月03日 宮崎　俊彦 Ｓｃｈｗａｎｚ　Ｋｕｇｅｎｕｍａ　シュヴァンツ　ク

ゲヌマ

藤沢市 鵠沼藤が谷２－２－１９ 宮崎　俊彦 保管 犬（最大６頭）

220157 2007年07月06日 市川　正英 市川　正英 秦野市 菖蒲６５０－７ 市川　正英 販売 犬（８）

220158 2022年07月11日 魚谷　祐介 あつぎさつき公園動物病院 厚木市 中町４丁目１２－１０ グリーンフィル１階B号室 魚谷　祐介 保管 犬（最大６頭）、猫（最大６頭）

220159 2022年07月04日 斎藤　さやか Ｄｏｇｓａｌｏｎ　Ｓｔａｂｌｅ 鎌倉市 大町３－６－１５ 斎藤　さやか 保管 犬（１日２頭まで）

220160 2007年06月26日 鈴木　隆幸 鈴木犬繁殖所 南足柄市 怒田３１７－２１ 鈴木　隆幸 販売 犬（柴７頭）

220161 2017年08月17日 白井　弓子 トリミングハウス　Ｇｌａｎｚ 茅ヶ崎市 浜須賀１－４９ 白井　弓子 保管 犬（１～２頭/日）

220162 2012年07月30日 武志　祥子 ペットシッター Ｍｏｑｕｅｔｔｅ（モケット） 茅ヶ崎市 矢畑８９７－１－Ｓ１４０４ 武志　祥子 保管 犬、猫、小動物（一日最大５件８頭）

220163 2017年06月26日 株式会社　ＥＤＥＮ 代表取締役　椎野　託実 株式会社　ＥＤＥＮ 小田原市 桑原１９４ 椎野　託実 販売 犬猫（６０頭、親犬３０頭）

220164 2022年06月29日 村雨　由佳 ドッグトレーニング湘南 藤沢市 弥勒寺３－２２－１２ 村雨　由佳 保管 犬、猫（５頭/日）

220165 2022年06月29日 村雨　由佳 ドッグトレーニング湘南 藤沢市 弥勒寺３－２２－１２ 村雨　由佳 訓練 犬、猫（５頭/日）

220166 2022年06月30日 高田　エリーザカオル トリミングカー　メリー 鎌倉市 台１－１１－１８－１ 高田　エリーザカオル 保管 犬（５頭/日）

220167 2022年07月05日 大塚　春香 キャッテリー　ねこの樹 小田原市 東町１－４－６ 石川アパート１０２ 大塚　春香 販売 猫（親猫７頭）

220168 2012年07月20日 栃木　里佳子 ＬｉＶＲＥ 藤沢市 本鵠沼４－１６－４１ 栃木　里佳子 保管 犬、猫（20～35頭/月）

220169 2022年07月07日 加藤　里美 L  Dog  SaloN 小田原市 栄町２－１５－２７ 若佐　智実 保管 犬(2頭）、猫（1頭）/日
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第一種動物取扱業者登録簿（2023年3月31日現在）

220170 2007年08月24日 佐藤　紀美子 キボシ庵 大和市 深見台２－６－１１ 佐藤　忠光 販売 キボシイシガメ（10）

220171 2022年07月22日 石村　愛 トリミングサロンめろ 茅ヶ崎市 浜竹３－８－６７ 石村　愛 保管 犬（2～３頭/日）

220172 2017年07月13日 特定非営利活動法人ワン　サイド　リ

バー

理事長　高津戸　欣久 特定非営利活動法人　ワン　サイド　リバー 厚木市 戸田２５２８－１１ 高津戸　欣久 展示 犬（６頭）

220173 2017年07月10日 加茂　久子 ワンニャンハウス　さくら 藤沢市 鵠沼桜が岡２－３－１８－１ 加茂　久子 保管 犬、猫（一日５件）

220174 2022年07月21日 関根　利恵 ｄｏｇ　ａｎｄ　ｂｅａｃｈ 藤沢市 善行７－１０－２２　 タテノス藤沢３０５ 関根　利恵 保管 犬、猫（1日１件）

220175 2022年07月21日 関根　利恵 ｄｏｇ　ａｎｄ　ｂｅａｃｈ 藤沢市 善行７－１０－２２　 タテノス藤沢３０５ 関根　利恵 展示 犬（パピヨン１頭）

220176 2022年07月25日 滝沢　崇美 保護猫カフェ　ねこいろ 中郡大磯町 国府新宿４９１－１ 滝沢　崇美 展示 猫（１５頭）

220177 2007年07月20日 堀　豊 ＥＶＩＮＡ犬猫病院 海老名市 下今泉３－２－１ 堀　豊 保管 犬・猫（最大24頭、0～5頭/月）

220178 2012年08月22日 有限会社　きよの動物病院 代表取締役　清野　茂宏 きよの動物病院 藤沢市 葛原２２５０ 安東　彩乃 保管 犬（１９頭）、猫（１７頭）

220179 2022年07月25日 古屋　龍人 ＹＵＭＡ　ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ（ユマドッグスクール) 鎌倉市 腰越１６６７ 古屋　龍人 販売 犬（２０頭）

220180 2022年07月25日 古屋　龍人 ＹＵＭＡ　ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ（ユマドッグスクール) 鎌倉市 腰越１６６７ 古屋　龍人 保管 犬（２０頭）、猫（５頭）

220181 2022年07月25日 古屋　龍人 ＹＵＭＡ　ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ（ユマドッグスクール) 鎌倉市 腰越１６６７ 古屋　龍人 貸出し 犬（２０頭）

220182 2022年07月25日 古屋　龍人 ＹＵＭＡ　ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ（ユマドッグスクール) 鎌倉市 腰越１６６７ 古屋　龍人 訓練 犬（２０頭）

220183 2007年08月08日 眞間　紀子 まきや 平塚市 御殿１－８－７ 眞間　紀子 販売 犬（２４頭）

220184 2007年08月17日 中山　由美子 茅ヶ崎ドッグスクール 茅ヶ崎市 柳島海岸６－１６ 中山　由美子 訓練 犬（10頭/日）

220185 2017年08月09日 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 代表取締役　粟辻󠄀　稔泰 東急ハーヴェストクラブＶＩＡＬＡ箱根翡翠 足柄下郡箱根町 仙石原８３７ 熊澤　尚武 保管 犬、猫（最大６頭）

220186 2017年08月09日 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 代表取締役　粟辻󠄀　稔泰 東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園 足柄下郡箱根町 仙石原８１７－２５３ 加藤　久幸 保管 犬、猫（最大８頭）

220187 2017年09月07日 工藤　正寛 わんダフル・ライフサポート　Ｈａｒｍｏｎｙ 海老名市 杉久保南２－７－１６ 工藤　正寛、工藤　綾 訓練 犬（５頭/日）

220188 2012年08月07日 株式会社　あいゆう倶楽部 代表取締役　市川　學 株式会社　あいゆう倶楽部 厚木市 長谷１１７５－１ 平川　里奈 保管 犬、猫（30頭）

220189 2012年09月18日 内田　哲郎 日本ペットシッターサービス　厚木店　わんつう 厚木市 上荻野２００３－３ 内田　哲郎 保管 犬（10）、猫（30）、ハムスター（20）、モルモッ

ト（20）、ウサギ（5）、シマリス（5）、フェレッ

ト（5）

インコ（５）、オウム（５） トカゲ（５）、カメ（５）

220190 2022年07月27日 鈴木　哲也 哲爺とゆかいな仲間たち 平塚市 南金目１３６１－１３ 鈴木　哲也 販売 二ホンイシガメ　10匹

220191 2007年08月02日 江塚　史恵 トリミングハウス・パウ 平塚市 四之宮３－１９－１０ 江塚　史恵 保管 犬　猫（６頭/日）

220192 2022年07月29日 吉澤　瑞 Ｆａｍｉｌｉａｒ　Ｐ．Ｄ．Ｃ 大和市 中央林間６－１２－５ メインパークスB１０１ 吉澤　瑞 保管 犬・猫（３頭/日）

220193 2022年07月29日 吉澤　瑞 Ｆａｍｉｌｉａｒ　Ｐ．Ｄ．Ｃ 大和市 中央林間６－１２－５ メインパークスB１０１ 吉澤　瑞 訓練 犬・猫（３頭/日）

220194 2022年08月02日 RIO株式会社 代表取締役　木村　麗 いぬカフェRIO　鎌倉小町通り店 鎌倉市 小町２丁目１０－１ 嶋崎　瑶華 展示 犬（１９頭）

220195 2012年09月14日 堀　貴 Shonan Kai Dog Daycare 茅ヶ崎市 松浪１－１０－４ 堀　貴 保管 犬（１０頭/日）

220196 2012年09月14日 堀　貴 Shonan Kai Dog Daycare 茅ヶ崎市 松浪１－１０－４ 堀　貴 訓練 犬（１０頭/日）

220197 2022年08月24日 髙橋　やす子 Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　Ａｎｉｍａｌ　Ｍｅｒｃｉ 足柄下郡真鶴町 真鶴１９３０－４５ 髙橋　やす子 譲受飼養 犬、猫10頭

220198 2007年08月17日 貞廣　悦代 トリミングハウス　ＤＯＧ　ＨＵＲＲＹ 足柄下郡箱根町 仙石原８３２－１１ 貞廣　悦代 保管 犬（4頭/日）

220199 2012年08月17日 小高　泰幸 トリミング専門店リュクス　あしがらモール前店 足柄上郡大井町 上大井１１４ 恩藏　美沙希 保管 犬（６頭/日）

220200 2022年08月24日 山口　剛 トリ番長 座間市 相模が丘５－４０－８－２０３ 紫牟田　留里 保管 メンフクロウ（２）

220201 2022年08月24日 山口　剛 トリ番長 座間市 相模が丘５－４０－８－２０３ 紫牟田　留里 展示 メンフクロウ（６）

220202 2022年08月24日 山口　剛 トリ番長 座間市 相模が丘５－４０－８－２０３ 紫牟田　留里 販売 メンフクロウ（６）

220203 2022年08月24日 山口　剛 トリ番長 座間市 相模が丘５－４０－８－２０３ 紫牟田　留里 貸出し メンフクロウ（２）

220204 2012年09月04日 吉田　恵子 グリュック 藤沢市 鵠沼花沢町９－８ 吉田　恵子 訓練 犬（2～3頭/月）

220205 2022年08月12日 上野　由登 コサリーファーム 秦野市 堀山下１５５５ 上野　由登 保管 馬１２頭

220206 2017年09月28日 小澤　裕之 Wild Box 南足柄市 内山１１２９－２ 小澤　裕之 販売 ニホンヤモリ（常時５匹前後）

220207 2022年09月13日 江藤　寛子 ティーエヌエイチワン 平塚市 四之宮６－７－３８ 江藤　寛子 販売 犬（９頭）、猫（２頭）

220208 2012年09月04日 本間　南 Ｏｌｉｖｅ　ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ 藤沢市 川名２－１－３ パール川名２Ｆ 本間　南 保管 犬（一度に４頭まで）

220210 2022年08月26日 吉田　春樹 INU  TORORI 鎌倉市 腰越２－８－６ こゆるぎR/T101 吉田　春樹 保管 犬（６頭/日）

220211 2022年09月07日 株式会社ａ．ウェルフェア 代表取締役　石井　麗子 ａｉｍａｂｌｅ 厚木市 恩名１－１０－３３ 石井　麗子 訓練 犬（18頭）

220212 2022年09月07日 株式会社ａ．ウェルフェア 代表取締役　石井　麗子 ａｉｍａｂｌｅ 厚木市 恩名１－１０－３３ 石井　麗子 保管 犬（５頭）

220213 2012年08月31日 内野　賢太 ペットサロン　ＲＥＬＡＸ 厚木市 妻田南１－２２－８ 内野　美穂 保管 犬、猫（10頭）

220214 2017年09月11日 藤田　英峰 ウッディ動物病院 高座郡寒川町 大曲１－１５－３ 高橋　恵 保管 犬猫（20頭）

220215 2012年09月03日 本荘　完 Ｄｏｇ　Ｃｌｕｂ　ＳＩＤＥ　ＢＥ 藤沢市 西俣野８７３－３ 本荘　完 保管 犬（８頭）

220216 2012年09月03日 本荘　完 Ｄｏｇ　Ｃｌｕｂ　ＳＩＤＥ　ＢＥ 藤沢市 西俣野８７３－３ 本荘　完 訓練 犬（１０頭）

220217 2012年09月05日 藤内　裕子 Ｗｉｓｔｅｒｉａ　Ｃｏｔｔａｇｅ 茅ヶ崎市 東海岸南１－２３－１６ 藤内　裕子 販売 犬（２頭）

220218 2017年09月20日 平山　尚子 ドッグサロン　Ｌａｎｉ 大和市 代官１－２３－１３ 平山　尚子 保管 犬・猫（５～６頭/日）

220219 2017年09月13日 松浦　寛治 まつうら動物病院 茅ヶ崎市 下町屋２－１０－３８ 松浦　寛治 保管 犬、猫（10頭）

220220 2022年10月18日 朝倉　仁志 ＣＡＣＨＥＴＴＥ 足柄上郡大井町 金子３０３ セトハイツＡ１０１ 朝倉　美恵子 販売 犬（4頭）

220221 2022年10月18日 朝倉　仁志 ＣＡＣＨＥＴＴＥ 足柄上郡大井町 金子３０３ セトハイツＡ１０１ 朝倉　美恵子 保管 犬（５頭）

220222 2022年09月08日 横澤　駿 Ｂｕｄｄｙ　ｂｏｗ 茅ヶ崎市 本村３－１１－５ 横澤　駿 保管 犬（１頭/日）

220223 2022年09月08日 横澤　駿 Ｂｕｄｄｙ　ｂｏｗ 茅ヶ崎市 本村３－１１－５ 横澤　駿 訓練 犬（１頭/日）

220224 2022年09月13日 仲田　恵 れぷたりあん 小田原市 飯田岡３５６－２１ 仲田　恵 販売 フクロモモンガ（親６匹） セキセイインコ（親２羽） ポールパイソン（親３２匹）、コーンスネーク

（親２匹）、ヒョウモントカゲモドキ（親１２

匹）

220225 2012年09月20日 富田　ちはる ペットシッター　パウ 茅ヶ崎市 松尾２－３２－７ 富田　ちはる 保管 犬・猫（１～３頭／月） インコ類（年に１～２回）

220226 2022年09月21日 原田　諒 ＫＯＴＣＨＡＮ　ＨＯＵＳＥ 愛甲郡清川村 煤ヶ谷４２６０－１７ 原田　諒 販売 犬（１５頭）

220227 2022年09月15日 株式会社岸本製作所 代表取締役　岸本　宏之 ＹｕＲｉＫｅ　ＴＨＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ 大和市 深見西４－６－２８ 岸本　宏之 販売 トカゲ（100）、カメ（30）

220228 2022年09月15日 株式会社岸本製作所 代表取締役　岸本　宏之 ＹｕＲｉＫｅ　ＴＨＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ 大和市 深見西４－６－２８ 岸本　宏之 展示 トカゲ（100）、カメ（30）

220229 2012年10月17日 株式会社 トーリーメイト 代表取締役 山崎　智輝 PET'S MAX 湘南藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－３－５ MrMax湘南藤沢店 岩城　瀬理奈 販売 犬(10)、猫(３)、ウサギ(10)、ハムスター(30)、ハリ

ネズミ(6)、ミーアキャット（5）、プレーリードッ

グ（2）、ヤギ（1）、サル（2）、フェレット

（3）、ジリス（1）、チンチラ（10）、ネズミ

（10）、デグー（10）、モルモット（8）、リス

（4）、キンカジュー（1）、コモンマーモセット

（1）、アルマジロ(1)、ナマケモノ(1)

鳥（10）、フクロウ（10）、タカ（2） カメ（10）、ヘビ（7）、トカゲ（15）、ヤモ

リ（20）

220230 2012年10月17日 株式会社 トーリーメイト 代表取締役 山崎　智輝 PET'S MAX 湘南藤沢店 藤沢市 辻堂新町４－３－５ MrMax湘南藤沢店 岩城　瀬理奈 保管 犬(200頭/月)、猫(10頭/月)、小動物(3頭/月) 鳥(3羽/月)

220231 2017年09月15日 柴田　千明 ペットシッター　ｏｌｕ　ｏｌｕ 藤沢市 片瀬海岸２－３－１７ 柴田　千明 保管 犬、猫、ウサギ（最大２～３匹/日） インコ（１回/年） カメ（１回/年）

220232 2022年10月05日 西塚　陽子 Ｃａｎｉｓ　Ｍｉｎｏｒ 三浦市 三崎５丁目１２－３－３０３ 西塚　陽子 訓練 犬（５頭）

220233 2017年10月26日 山本　智子 Ｗａｎ2となかまたち 厚木市 宮の里３－７－２０ 山本　智子 保管 犬（１頭/週）

220234 2017年11月07日 株式会社エピス 代表取締役　藤巻　京子 Dog　Salon　LEAD 鎌倉市 植木５０１－７５ 藤巻　京子 保管 犬（３頭）
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220235 2022年09月26日 木村　浩 松尾晴美事務所 大和市 南林間１－９－１４ リストレジデンス７０２ 木村　浩 販売 犬（親犬２頭）

220236 2022年09月28日 有限会社グリーンアート 代表取締役　石井　淳一 有限会社グリーンアート 平塚市 老松町１４番１４号 石井　淳一 販売 カメ（10）

220237 2022年09月28日 増見　美佳 Ｕｌｙｓｈ　ａｎｎｅ 三浦郡葉山町 堀内１２４２－７ 増見　美佳 保管 犬、猫（３頭/日）

220238 2017年10月16日 有限会社　ＦＲＡＮＫ　ＡＮＤ　ＥＡ

ＳＹ

代表取締役　小林　光一 キャットハウス　ｋｉｔｔｅｎ　Ｂｌｕｅ 小田原市 入生田２５１－３６ 佐藤　真紀 販売 猫（親65匹）

220239 2017年10月20日 高木　ひとみ はっぴーきゃっと 茅ヶ崎市 東海岸北３－１１－１４ 高木　ひとみ 保管 猫（２軒/日）

220240 2022年09月30日 小峰　広行 日本ペットシッターサービス逗子・鎌倉店 三浦郡葉山町 堀内１４０３－３ 小峰　広行 保管 犬（３頭）、猫（５頭）、ハムスター（５頭）、ウ

サギ（３頭）

220241 2022年10月07日 川田　由香 ねこべや湘南 藤沢市 辻堂４－１１－１７ 小林ビル２階 川田　由香 保管 猫（10頭）

220242 2017年11月10日 一浦　隼 湘南キャットクリニック 茅ヶ崎市 小桜町３－２１　１階 一浦　隼 保管 猫（２０頭/月）

220243 2007年10月15日 大矢　善一郎 おおや動物病院 大和市 渋谷８－１４－１８ 関水ビル１Ｆ 田中　稜生 保管 犬（４）猫（４）

220244 2017年10月20日 稲垣　みなみ Trimming SALON MOJA 座間市 座間１－３３７２－１ 稲垣　みなみ 保管 犬・猫（1日最大4頭）

220245 2022年10月03日 宮崎　さゆり Ｄｏｇｇｙ　ｆｒｉｅｎｄ　ＢＯＮＤ 秦野市 松原町１－１９ 宮崎　さゆり 保管 犬（3頭/日）

220246 2022年10月03日 宮崎　さゆり Ｄｏｇｇｙ　ｆｒｉｅｎｄ　ＢＯＮＤ 秦野市 松原町１－１９ 宮崎　さゆり 訓練 犬（5頭/日）

220247 2022年10月17日 原　未希 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｏｈａｌａ 藤沢市 下土棚５０４ 原　未希 保管 犬　１日最大４頭

220248 2022年10月05日 小野　祐香 はだのわん 秦野市 堀西６７３－１９ 小野　祐香 訓練 犬　３頭/日

220249 2022年10月17日 合同会社Ａｉｉｒｏ 代表社員  長谷川　藍里 合同会社Ａｉｉｒｏ 藤沢市 辻堂東海岸２－２－２０ アルテックスⅡ１F 長谷川　藍里 保管 犬（４頭）

220250 2012年11月07日 有国　まゆみ ドッグサロン　アンリー 鎌倉市 常盤３４８－４ 有国　まゆみ 保管 犬（８頭）

220251 2007年10月29日 藤井　博子 ＴＩＮＹ　ＤＲＡＧＯＮ 小田原市 南鴨宮１丁目７－１－２４ 藤井　博子 販売 犬（５）、猫（４）

220252 2022年10月18日 矢野　夏海 ＰＩＴＫＥＮＥＬ 海老名市 中野２－１２－２５ 矢野　夏海 販売 親犬4頭、ＭＩＸ（ラブラドール×フレンチブルドッ

グ）、トイプードル

220253 2022年10月24日 望月　浩子 桜華 海老名市 中河内１２１３－３ 望月　浩子 販売 ウサギ（２羽）、デグー（2匹） ホオミドリウロコインコ（2羽） ガストロカナヘビ（１０）、ヒナタヨロイトカ

ゲ（１０）、ヘルメットゲッコー（５）、ソメ

ワケササクレヤモリ（１０）、ヒョウモントカ

ゲモドキ（１００）、ローリンフトアゴヒゲト

カゲ（１０）、アオカナヘビ（１０）、蛇（１

０）

220254 2022年10月24日 田口　聖子 ａｎｓ犬舎 三浦市 初声町下宮田１０７８－１８ 田口　聖子 販売 犬（７頭）、猫（５頭）

220255 2022年10月26日 須山　久美子 須山　久美子 伊勢原市 沼目４－２３－６ 須山　久美子 保管 犬（２頭）

220256 2017年10月31日 須山　久美子 須山　久美子 伊勢原市 沼目４－２３－６ 須山　久美子 販売 犬（親犬３頭）

220257 2017年11月22日 芳川　宗義 アクアどうぶつ病院 秦野市 上今川町５－２２ 芳川　裕美子 保管 犬（４頭/月）、猫（４頭/月）

220258 2017年12月15日 青木　陽子 トリミング＆ペットアロマルーム　サンテ 茅ヶ崎市 南湖３－１２－３４ 青木　陽子 保管 犬（８頭）猫（１頭）

220259 2012年10月24日 藤田　瑞朗 １０１　ＦＡＭＩＬＹ　ＯＩＳＯ　ＪＰ 中郡大磯町 西小磯１５１４－５ 藤田　瑞朗 販売 犬６頭（ダルメシアン３頭、ダックスフンド３頭）

220260 2022年11月01日 鈴木　舞花 トリミングサロン　Ｅｎｃｈａｎｔｅ 茅ヶ崎市 西久保１４３５－３ 鈴木　舞花 保管 犬（８頭）

220261 2022年11月01日 特定非営利活動法人ふれあいの里 理事　疋野　幸伸 Ｈａｐｐｙ　Ｇｒｏｗ　×　ふれあいの里 厚木市 中町３－１３－２ 石黒ビル４F 片岡　俊朗 展示 犬（5）、猫（5）、モルモット（10）、ミーア

キャット（5）、ミニブタ（2）

フクロウ（３）

220262 2017年10月31日 村上　拓 Soarin’ 秦野市 鶴巻２０７３－１５ 村上　拓 販売 猫（１０頭）

220263 2022年10月26日 西川　玉梅 マールランド 伊勢原市 西富岡１０３１－１６ 西川　玉梅 販売 犬（７５頭）

220264 2017年11月15日 株式会社ＪＰＲ 代表取締役　生田目　康道 厚木プリモ動物病院 厚木市 妻田北２－１４－８ 戸村　綾乃 保管 犬（１３頭）猫（６頭）

220265 2017年12月06日 丸山　由美子 Ｃａｎｅ　Ｒｅｇａｌｏ 三浦郡葉山町 長柄８７１－１ 丸山　由美子 保管 犬（４頭）

220266 2017年11月02日 株式会社　ユアペティア 代表取締役　金澤　伸幸 ユアペティア平塚店 平塚市 代官町３３－１ 原田　翔太 訓練 犬（２０頭）

220267 2017年12月08日 株式会社　西武ペットケア 代表取締役　田中　健司 ＰＥＴ－ＳＰＡ厚木店 厚木市 妻田北３－１５－２７ 鳥井　百合香 保管 犬（１１頭）猫（２頭）

220268 2012年11月06日 匂坂　玲子 ペットシッターＳＯＳ　茅ヶ崎南店 茅ヶ崎市 柳島海岸１０-５-７ 匂坂　玲子 保管 犬、猫、ウサギ（５頭） インコ（１羽）

220269 2017年11月20日 宮北　勢一 ドッグプランニング　犬幸苑 愛甲郡愛川町 半原５８６２－９ 宮北　勢一 販売 犬（親3頭）

220270 2017年11月20日 宮北　勢一 ドッグプランニング　犬幸苑 愛甲郡愛川町 半原５８６２－９ 宮北　勢一 保管 犬（３頭）

220271 2017年11月20日 宮北　勢一 ドッグプランニング　犬幸苑 愛甲郡愛川町 半原５８６２－９ 宮北　勢一 訓練 犬（５頭）

220272 2017年10月26日 浅野　千晃 Ｋｅｎｎｅｌ　Ａｓｔｒｅａ 茅ヶ崎市 甘沼２６５－７ 浅野　千晃 販売 犬（親犬４頭）

220273 2017年10月26日 浅野　千晃 Ｋｅｎｎｅｌ　Ａｓｔｒｅａ 茅ヶ崎市 甘沼２６５－７ 浅野　千晃 保管 犬（２頭）

220274 2017年10月26日 浅野　千晃 Ｋｅｎｎｅｌ　Ａｓｔｒｅａ 茅ヶ崎市 甘沼２６５－７ 浅野　千晃 訓練 犬（３頭）

220275 2017年10月31日 三浦　育美 うずたま 秦野市 曲松１－５－１ 三浦　育美 保管 犬（４頭）

220276 2017年10月31日 有限会社　スヤマコーポレーション 代表取締役　須山　光央 ＤＯＧＳＨＯＰ　ゆう 平塚市 横内３２４４－１ 前野　義則 保管 犬　猫(10頭）

220277 2022年11月15日 木村　あゆみ こねこのａｎ 藤沢市 片瀬海岸３－１９－８ 木村　あゆみ 販売 猫（８頭）

220278 2007年11月01日 内藤　はるえ スイート　アプリコット 平塚市 豊田本郷１６４９ 内藤　はるえ 販売 猫（親５頭）アメリカンショートヘアー

220279 2022年11月17日 株式会社ミニョン 代表取締役　志澤　めぐみ Ｄｏｇ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｍｉｇｎｏｎ 中郡二宮町 二宮１１５４－３ 神栄古澤ビルＢ－１０１号室 志澤　めぐみ 保管 犬（３頭）

220280 2007年11月27日 金井　修一郎 むつあい動物病院 藤沢市 亀井野５７７－７ 大野ビル１階 金井　修一郎 保管 犬、猫（８頭）

220281 2017年11月10日 山田　あゆみ Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｗａｎ　Ｒｏｏｍ 秦野市 ひばりヶ丘６－３９－３ 山田　あゆみ 保管 犬（３頭）

220282 2022年11月21日 伊東　佳代子 プチルシアン 平塚市 城所８５７－３ 伊東　佳代子 販売 犬（３０頭）

220283 2012年12月07日 水澤　真穂 Marty 茅ヶ崎市 南湖２－１２－２９－１ 水澤　真穂 保管 犬、猫（１頭）

220284 2017年11月28日 藤原　慎之介 Ｉｒｉｄｏ　Ｂｕｓｔｅｒ！ 中郡大磯町 大磯６９１－１５ 藤原　慎之介 販売 カメ、ヘビ、トカゲ（２０匹）

220285 2007年11月22日 大倉　恵美 トリミングハウス　アン・シャン 秦野市 南矢名１７５０－１１ 大倉　恵美 保管 犬（１頭）

220286 2012年11月20日 濱本　薫 ペットシッター　ジジ 鎌倉市 岡本１－２０－８ 濱本　薫 保管 犬、猫（５頭）

220287 2022年11月29日 菅野　陽子 Dogｓalon　Merle 小田原市 曽我光海１０－４ 菅野　陽子 保管 犬(１頭）

220288 2017年12月12日 稲垣　メイ子 愛犬のトリミングルーム　ビューティー 平塚市 出縄４３８－２ 稲垣　メイ子 保管 犬（5～6頭）

220289 2017年12月28日 福富　潤 ふくとみ動物病院 藤沢市 大鋸１－１９－１９　１F 福富　潤 保管 犬・猫（８頭）

220290 2018年01月10日 岡田　有紀 ＢＬＵＥ　ＰＡＷＳ 藤沢市 片瀬３－１－２９　１号室 岡田　有紀 保管 犬(４頭）

220291 2012年11月21日 須山　雄次 犬の保育園　ＦＩＥＬＤ　Ｕ 伊勢原市 小稲葉９５８ 須山　雄次 保管 犬（２５頭）

220292 2012年11月21日 須山　雄次 犬の保育園　ＦＩＥＬＤ　Ｕ 伊勢原市 小稲葉９５８ 須山　雄次 訓練 犬（２５頭）

220293 2012年11月29日 須山　高寿 湘南のドッグトレーナー Ｓｅａｓｉｄｅ Ｗａｌｋｅｒ 藤沢市 片瀬海岸３－４－２３ 須山　高寿 保管 犬（５頭）、猫（５頭）

220294 2012年11月29日 須山　高寿 湘南のドッグトレーナー Ｓｅａｓｉｄｅ Ｗａｌｋｅｒ 藤沢市 片瀬海岸３－４－２３ 須山　高寿 訓練 犬（５頭）

220295 2008年01月11日 加藤　ひろ子 キュティーワン 平塚市 平塚２－３７－１４ 加藤　ひろ子 保管 犬（２頭）

220296 2022年11月30日 株式会社アクアプランニング 代表取締役  寺田雅美 ドッグテラスアミエル＆カフェ 三浦市 三崎町諸磯７－１ 山本　美由紀 保管 犬(４頭）

220297 2013年01月28日 株式会社ケイエムツー 代表取締役　坂口　浩一郎 ペットプラザ内ペッツコンシェル厚木下荻野店 厚木市 下荻野１２００－１ 阿部　直樹 販売 犬（15）、猫（5）、ウサギ（3）、チンチラ

（２）、フェレット（1）

セキセイインコ（5）、オカメインコ（2）、コザ

クラインコ（２）、文鳥（２）

220298 2013年01月28日 株式会社ケイエムツー 代表取締役　坂口　浩一郎 ペットプラザ内ペッツコンシェル厚木下荻野店 厚木市 下荻野１２００－１ 阿部　直樹 保管 犬（５頭）

220299 2022年11月25日 中山　真由美 中山　真由美 藤沢市 遠藤１８０－７７ 中山　真由美 保管 犬（１頭）

220300 2022年12月05日 上鍋　安津沙 asobo 厚木市 戸室１－１１－３ 上鍋　安津沙 保管 犬（２頭）、猫（２頭）

220301 2017年12月08日 及川　栄里 Ｈａｐｐｙ　Ｔａｉｌｓ 藤沢市 鵠沼橘２－８－２８ 及川　栄里 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター、フェレット（１日２

頭）

インコ、文鳥、オウム、十姉妹（１日１羽） イグアナ、カメ（１日１匹）
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220302 2022年12月02日 西口　邦彦 おばちゃんトリマーのトリミングサロン 小田原市 浜町１－１０－１４ 堀之内　恵美 保管 犬（５頭）

220303 2013年01月24日 瀬戸　悠 Ｔｒｉｍｍｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｐｉｃｏ 小田原市 栄町４－１１－１３ 瀬戸　悠 保管 犬（４頭）

220305 2022年12月20日 株式会社ゼロワールド 代表取締役　武田　竜夫 いきもの探検隊 平塚市 代官町３３－１ 梅澤　利行 販売 うさぎ(10)、ハムスター(20)、モルモット(2) 文鳥(5)、セキセイインコ(10)、オカメインコ(5) トカゲ(10)

220306 2022年12月20日 株式会社ゼロワールド 代表取締役　武田　竜夫 いきもの探検隊 平塚市 代官町３３－１ 梅澤　利行 展示 うさぎ(20)、ハムスター(50)、モルモット(10)、ハリ

ネズミ(4)

文鳥(20)、セキセイインコ(40)、オカメインコ

(20)、フクロウ(4)、オウム(4)、タカ(2)

トカゲ(50)、カメ(4)

220307 2018年01月24日 村上　樹 ＨＡＲＩ　ＦＡＲＭ 平塚市 河内９３－６ 村上　樹 販売 ハリネズミ（１０）、チンチラ（５）、ハムスター

（５）、ウサギ（５）

文鳥（５）

220308 2022年12月20日 村上　樹 日本ペットシッターサービス平塚店　ＴＵＢＡＳＡ 平塚市 河内９３－６ 村上　樹 保管 犬（１０）、猫（１０）、小動物類（１０） 小鳥類（５）

220309 2008年01月23日 橋本　祥子 ドックサロン鵠沼 藤沢市 鵠沼石上２－１１－１４ クラフトビル１Ｆ 橋本　祥子 保管 犬（４頭）

220310 2013年01月31日 宮崎　美保 ペットシッター　宮崎 藤沢市 本鵠沼２－１０－１０ 宮崎　美保 保管 犬、猫、ハムスター、ウサギ（４頭） インコ類 トカゲ、カメ

220311 2022年12月15日 合同会社いぬそら 代表社員　笠原　理絵 合同会社いぬそら　犬のクリニックそら 藤沢市 藤沢９９６－７・１F 笠原　理絵 保管 犬（２頭）

220312 2018年01月12日 飯野　里子 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　銀のアトリエ 厚木市 戸室１－４－９ 飯野　里子 保管 犬（２頭）

220313 2007年12月26日 渡辺　修一郎 りょうま動物病院 藤沢市 本藤沢２－１２－１４ 渡辺　修一郎 保管 犬(8)、猫(3)、うさぎ、モルモット、ハムスター、

チンチラ(2)

カメ、トカゲ、ヘビ(3)

220314 2022年12月27日 髙石　直人 髙石動物病院 藤沢市 鵠沼海岸３－２－２３ 髙石　敦子 保管 犬、猫（２２頭）

220315 2013年01月15日 若林　宏美 ＤＯＧトリミング　Ｂａｄｅｎ 小田原市 浜町３－１２－３６ 若林　宏美 保管 犬（２頭）

220316 2013年01月04日 梅田　幸蔵 SOUL MAGIC 高座郡寒川町 倉見２１０７－３ 梅田　幸蔵 販売 犬（8頭）

220317 2023年01月23日 ＶＣＡ  Ｊａｐａｎ合同会社 職務執行者　島田 次郎 ＶＣＡ Ｊａｐａｎ合同会社 さがみ中央動物医療センター 伊勢原市 板戸８８６－１ 濱田　宇広 保管 犬・猫（１０頭）

220318 2013年01月11日 株式会社インターファーム 代表取締役　杉山　正之 株式会社インターファーム　箱根事業所 足柄下郡箱根町 湯本１７９－９ 和泉　秀康 販売 犬（２頭）、猫（２頭）

220319 2018年02月19日 後藤　ひとみ ＬＡＲＧＯ　ＣＯＯＮ 大和市 下鶴間２７７０－１３ 後藤　ひとみ 販売 猫（親猫５匹）

220320 2023年01月26日 藤田　理恵子 Ｌａｄｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｍｐ 足柄下郡湯河原町 吉浜１９６４－１６８ 藤田　理恵子 販売 犬（１１頭）

220321 2023年01月26日 藤田　理恵子 Ｌａｄｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｍｐ 足柄下郡湯河原町 吉浜１９６４－１６８ 藤田　理恵子 貸出し 犬（１１頭）

220322 2023年01月26日 藤田　季佐子 １０１　ＦＡＭＩＬＹ　ＮＥＸＴ 足柄下郡湯河原町 吉浜１９６４－１６７ 藤田　季佐子 販売 犬（１頭）

220323 2018年01月11日 三川　真奈 ドッグコミュニケーションスクール　BONDS 秦野市 羽根６０２－４ 三川　真奈 訓練 犬（７頭）

220324 2018年01月11日 三川　真奈 ドッグコミュニケーションスクール　BONDS 秦野市 羽根６０２－４ 三川　真奈 保管 犬（３頭）

220325 2018年02月26日 内田　真弓 Ｐｏｓｈ　Ｐａｗｓ 大和市 中央林間４－１－３ 内田　真弓 保管 犬（３頭／日）

220326 2018年01月16日 髙橋　洋平 オセロット 厚木市 上依知１４１１－４ 髙橋　洋平 販売 親猫（35） ハコガメ（15）、ヘビ(2)

220327 2023年01月17日 原　野奈 犬のがっこう　Doggy　Smile 藤沢市 藤が岡２－１２－２－２ 原　野奈 保管 犬(5頭）

220328 2023年01月17日 原　野奈 犬のがっこう　Doggy　Smile 藤沢市 藤が岡２－１２－２－２ 原　野奈 訓練 犬(5頭）

220329 2018年01月15日 栁田　明彦 ゼファー 平塚市 四之宮４－３－１４ 栁田　明彦 販売 モエギハコガメ（１２）、ジャノメイシガメ、

トウブドロガメ（２）ヨーロッパヌマガメ

（１）トウブハコガメ（２）ニホンイシガメ

（３）オオアタマヒメニオイガメ（２）キボシ

イシガメ（１）

220330 2018年03月01日 小林　洋子 ペットシッターハウス「エルモん家」 藤沢市 藤沢１０５２－３ サンヴェール藤沢５０５ 小林　洋子 保管 犬・猫・ウサギ・フェレット、ハムスター（犬は3

頭、ウサギ3羽、その他の小動物は8頭）

インコ・文鳥・オウム等（１０羽） カメ（１０匹）

220331 2013年02月19日 三上　貴志 ＶＵＩＳＩＯＮ 足柄上郡開成町 吉田島３４９２－１ 三上　貴志 保管 犬、猫（４頭）

220332 2013年02月19日 三上　恵美子 ＶＵＩＳＩＯＮ 足柄上郡開成町 吉田島３４９２－１ 三上　恵美子 販売 犬（８０頭）

220333 2023年01月30日 山下　万美 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＡＮＥＬＡ 藤沢市 江の島２－１－１４ 山下　万美 保管 犬（２頭）

220334 2018年02月19日 大場　利枝 小型犬トリミングサロン　レオン 大和市 上草柳３－１９－２０ グリーンハイツ１０１ 大場　利枝 保管 犬（３頭）

220335 2018年02月20日 イオンペット株式会社 代表取締役　米津　一郎 ペテモ座間店 座間市 広野台２丁目１０-４ イオンモール座間１階 中村　ちづる 保管 犬（34頭）、猫（4匹）

220336 2013年02月21日 藤間　弘之 トリミングサロン　ドッグチョイス 茅ヶ崎市 中島１２０６ 藤間　里美 保管 犬（１０頭）

220337 2013年02月05日 株式会社丹沢の森どうぶつ病院 代表取締役　小澤　信一 株式会社　丹沢の森どうぶつ病院 秦野市 東田原９０－５ 小澤　純子 保管 犬（１０頭）　猫（６頭）

220338 2018年01月15日 相原　有希 Ｂａｌｌｅｎ　Ｄｏｇ 平塚市 東中原１－１１－６ 相原　有希 保管 犬（５頭）

220339 2018年01月15日 相原　有希 Ｂａｌｌｅｎ　Ｄｏｇ 平塚市 東中原１－１１－６ 相原　有希 訓練 犬（１０頭）

220340 2023年02月09日 堀内　雄王 堀内　雄王 厚木市 上荻野２０２２－４ 堀内　雄王 販売 犬（１５頭）

220341 2018年01月31日 一般社団法人　湘南やぎの里 代表理事　岡本　敏明 一般社団法人　湘南やぎの里 茅ヶ崎市 堤９０７ 岡本　里美 販売 ヤギ46頭（ザーネン種10頭、トカラ種36頭）

220342 2018年01月31日 一般社団法人　湘南やぎの里 代表理事　岡本　敏明 一般社団法人　湘南やぎの里 茅ヶ崎市 堤９０７ 岡本　里美 保管 ヤギ46頭（ザーネン種10頭、トカラ種36頭）

220343 2018年01月31日 一般社団法人　湘南やぎの里 代表理事　岡本　敏明 一般社団法人　湘南やぎの里 茅ヶ崎市 堤９０７ 岡本　里美 貸出し ヤギ46頭（ザーネン種10頭、トカラ種36頭）

220344 2018年01月31日 一般社団法人　湘南やぎの里 代表理事　岡本　敏明 一般社団法人　湘南やぎの里 茅ヶ崎市 堤９０７ 岡本　里美 展示 ヤギ46頭（ザーネン種10頭、トカラ種36頭）、ロバ

１頭

220345 2013年01月22日 小野　理英 トリミングハウス　ランディー 藤沢市 長後４０４－２ 小野　理英 保管 犬猫（５頭）

220346 2018年01月29日 高橋　亮子 ＤＯＧ　ｃｏｎｓｅｎｔ 平塚市 東八幡４－１０－１６ 高橋　亮子 訓練 犬（４頭）

220347 2018年02月16日 廣瀬　知美 こうようファーム 小田原市 早川３－１８－２４ 廣瀬　健一 販売 クサガメ（４）、イシガメ（6）、ハコガメ

（7）、モリイシガメ(1)

220348 2013年02月06日 石内　基晴 ブリーダーハウス　キンタロウ 足柄上郡大井町 上大井３８５ 石内　基晴 販売 犬（６０頭）

220349 2008年02月08日 前田　玲子 DOG GROOMING SALON　フレンディ 厚木市 森の里５－８－４０ 前田　玲子 保管 犬（２頭）

220350 2023年02月06日 株式会社わんわんスタイルＡＮＮＥ 代表取締役　加藤　美智子 わんわんスタイル ＡＮＮＥ 厚木市 戸室４－１－４３　 加藤　美智子 販売 犬（５頭）

220351 2018年03月02日 石田　真由美 ＤｏｇＳａｌｏｎ　ｉｎｕｍｏｉｒｕ 秦野市 曽屋６８７－２８ 石田　真由美 保管 犬猫（４頭/日）

220352 2018年02月20日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス　座間店 座間市 広野台２丁目１０番４号 木村　理子 販売 犬（20頭）、猫（3頭）

220353 2018年02月20日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス　座間店 座間市 広野台２丁目１０番４号 木村　理子 保管 犬（２頭）、猫（１頭）

220354 2018年02月20日 株式会社　ＡＨＢ 代表取締役　川口　雅章 ペットプラス　座間店 座間市 広野台２丁目１０番４号 木村　理子 貸出し 犬（20頭）、猫（3頭）

220355 2013年02月22日 土屋商事有限会社 代表取締役　土屋　典和 かしわだい動物病院　ペットサロン　プライマリー 海老名市 柏ヶ谷３８３－１ 土屋　典和 保管 犬・猫（38頭）、ハムスター・モルモット・ウサ

ギ・フェレット（各１頭）

インコ類（各１羽）

220356 2013年02月22日 土屋商事有限会社 代表取締役　土屋　典和 かしわだい動物病院　ペットサロン　プライマリー 海老名市 柏ヶ谷３８３－１ 土屋　典和 訓練 犬（２頭）

220357 2023年02月16日 向川　雪深 ねこブリーダーのお店　ねこ＆ｍｅ 大和市 上和田１５７２－１５ 向川　雪深 販売 猫（１０頭）

220358 2023年02月15日 細谷　義英 ＡｇＴｈｅＦ 綾瀬市 深谷上７－９－１６ 細谷　義英 販売 有鱗目　オオトカゲ科（15頭）

220359 2013年02月22日 株式会社Ｃｏｏ&ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップＣｏｏ&ＲＩＫＵ　藤沢店 藤沢市 菖蒲沢６９５－２ 中田　浩史、渡辺　夏彩 販売 犬（４７頭）、猫（１０頭）

220360 2013年02月22日 株式会社Ｃｏｏ&ＲＩＫＵ東日本 代表取締役　小林　大史 ペットショップＣｏｏ&ＲＩＫＵ　藤沢店 藤沢市 菖蒲沢６９５－２ 中田　浩史、渡辺　夏彩 保管 犬（５頭）、猫（１頭）

220361 2023年02月20日 佐藤　将人 おひさま動物病院 大和市 大和南２丁目９－７ サウスウインド１階 佐藤　将人 保管 犬（20頭）、猫（10頭）

220362 2008年02月25日 髙木　杏梨 トリミングサロン　Ｄｉｄｄｙ　Ａｎｎｅ 三浦郡葉山町 堀内１４４４－４ 髙木　杏梨 保管 犬（２頭）

220363 2023年02月06日 オウル株式会社 代表取締役　上田　浩行 鎌倉乃フクロウの森 鎌倉市 小町２－１０－４ 東洋ビル３階 重田　めぐみ 展示 フクロウ（22羽）

220364 2013年02月14日 中澤　真梨子 Ｐｏｎ　Ｐｏｎ 綾瀬市 大上６－１６－６－２ 中澤　真梨子 保管 犬（６頭）

220365 2013年03月28日 藤本　幸代 Ｃａｔ　Ｐｌａｔａ 綾瀬市 深谷中７－１６－６ 藤本　幸代 保管 猫（５頭）

220366 2008年04月01日 菊地　眞弓 シャイン　トレジャー 藤沢市 本鵠沼４－８－１６ 菊地　眞弓 販売 犬（３頭）

220367 2008年04月01日 菊地　眞弓 シャイン　トレジャー 藤沢市 本鵠沼４－８－１６ 菊地　眞弓 訓練 犬（１頭）

220368 2018年02月23日 菊地　眞弓 シャイン　トレジャー 藤沢市 本鵠沼４－８－１６ 菊地　眞弓 保管 犬（１頭）
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220369 2023年02月17日 田坂　瑞恵 ＭＯＪＡ　ＰＥＴ 中郡二宮町 中里９８６－５ 田坂　瑞恵 販売 小型中型インコ　24羽（キンカチョウ、文鳥、セ

キセイ、コザクラ、ボタン、オカメ、ズグロ、シ

ロハラ）

220370 2023年02月17日 田坂　瑞恵 ＭＯＪＡ　ＰＥＴ 中郡二宮町 中里９８６－５ 田坂　瑞恵 保管 ウサギ(８匹） 小型中型インコ　16羽（キンカチョウ、文鳥、セ

キセイ、コザクラ、ボタン、オカメ、ズグロ、シ

ロハラ）

220371 2023年02月15日 オウル株式会社 代表取締役　上田　浩行 鎌倉乃豆柴カフェ 鎌倉市 小町２－１０－４ 東洋ビル２階 吉岡　あゆみ 販売 犬（１３頭）

220372 2023年02月15日 オウル株式会社 代表取締役　上田　浩行 鎌倉乃豆柴カフェ 鎌倉市 小町２－１０－４ 東洋ビル２階 吉岡　あゆみ 展示 犬（１３頭）

220373 2013年02月22日 川本　アヤ Ｄｏｇ　サロン　ＰｅＰｅ 海老名市 杉久保南１－１７－１４ 川本　アヤ 保管 犬（２頭）

220374 2023年02月27日 会田　いづみ オーフル 逗子市 池子２－１１－３ 会田　いづみ 保管 犬（６頭）

220375 2018年02月09日 株式会社アップスアンドカンパニー 代表取締役　上野　公康 ドッグノート 平塚市 根坂間２２１－１ 平林　美穂 訓練 犬（１頭/日）

220376 2008年02月15日 窪田　直美 Ｄｏｇ　ｏｎｅ 三浦郡葉山町 堀内１７３５－９７ 窪田　直美 保管 犬　猫（３頭）

220377 2013年02月28日 中村　拓 ぽてと動物病院 厚木市 旭町５－１８－１ センエイビル１０２ 中村　拓 保管 犬、猫、ウサギ、フェレット（各２頭） インコ、文鳥（各２羽）

220378 2013年03月07日 藤井　まゆみ わん　れっすん 藤沢市 辻堂元町６－２－７ 藤井　まゆみ 訓練 犬（１０頭）

220379 2018年04月10日 神村　恵子 いぬの学び舎 茅ヶ崎市 小和田３－１２－２０ 神村　恵子 訓練 犬（20頭）

220380 2023年03月30日 宮村　佳子 デイジー 小田原市 別堀１１４－２ 宮村　佳子 販売 犬(60頭）

220381 2023年03月02日 岩崎　孝子 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｐｅｔｉｔ 中郡二宮町 中里９１１ 金目ビル２階 植木　絵梨子 保管 犬（１０頭）

220382 2023年03月27日 末吉　信弘 ＰＥＬＯＰＥ 足柄上郡松田町 松田惣領５８７－１ 末吉　佳恵 販売 犬（１０頭）、猫（１５頭）

220383 2023年03月27日 末吉　信弘 ＰＥＬＯＰＥ 足柄上郡松田町 松田惣領５８７－１ 末吉　佳恵 保管 犬（３頭）

220384 2008年03月31日 河田　眞良 日ロー平塚カナリヤ 平塚市 岡崎６１７２－１３ 河田　眞良 販売 カナリヤ（８０）

220385 2023年03月03日 澤邑　由紀 プクプクモモンガ 茅ヶ崎市 共恵２丁目８番８号 澤邑　由紀 販売 フクロモモンガ（２０匹）、チンチラ（４匹） 烏骨鶏（４羽）

220386 2013年03月15日 三河内　早苗 LE　CAMBON 鎌倉市 長谷２－２０－１８ 三河内　早苗 保管 犬（４頭/日）

220387 2013年03月12日 柴澤　幸子 ペットホーム　サリー 鎌倉市 七里ガ浜東５－５－１６ 柴澤　幸子 保管 犬（６頭）

220388 2023年03月30日 菊地　愛美 Ｄｏｇ’ｓ　Ｓａｌｏｎ　Ｎｅｕｋ 綾瀬市 上土棚北３－２２－１０ 菊地　愛美 保管 犬（３頭）

220389 2023年02月20日 別府　久美子 Ｄｏｇ．２．Ｂｅ（ドッグ　トゥ　ビィ） 鎌倉市 腰越１７１６－２５ 別府　久美子 訓練 犬（５頭）

220390 2008年03月26日 有限会社　浅葉 代表取締役　淺葉　慎介 有限会社　浅葉　浅葉動物病院 厚木市 元町９番９号 淺葉　隆一 保管 犬（１０）　猫（９）

220391 2023年02月24日 有限会社ＤＯＧＷＩＬＬ 代表取締役　時崎　昭吾 ＤＯＧＷＩＬＬ 茅ヶ崎市 柳島１５８９－２１ 時崎　昭吾 保管 犬（３０頭）

220392 2023年02月24日 有限会社ＤＯＧＷＩＬＬ 代表取締役　時崎　昭吾 ＤＯＧＷＩＬＬ 茅ヶ崎市 柳島１５８９－２１ 時崎　昭吾 訓練 犬（１０頭）

220393 2023年03月06日 株式会社ヤンバルクイナ 代表取締役　府川　優樹 株式会社ヤンバルクイナ 秦野市 弥生町４番３２号 府川　優樹 販売 ウサギ、フクロモモンガ、ネズミ類（各４匹） 亀（イシガメ、クサガメ）各１５匹、トカゲ

（キノボリトカゲ）５匹、ヘビ（５匹）

220394 2023年03月16日 ソプラ銀座株式会社 代表取締役　須田　哲崇 ＳＯＰＲＡ　ＧＩＮＺＡ　鎌倉七里ガ浜店 鎌倉市 七里ガ浜東３丁目１－６ 葛西　帆乃 保管 犬（６頭）

220395 2023年03月07日 有限会社グリーンファイブクーリエ 代表取締役　渡邊　信之 有限会社グリーンファイブクーリエ 茅ヶ崎市 中海岸３－１０－４－３ 渡邊　譲 保管 犬（５頭）

220396 2023年03月07日 有限会社グリーンファイブクーリエ 代表取締役　渡邊　信之 有限会社グリーンファイブクーリエ 茅ヶ崎市 中海岸３－１０－４－３ 渡邊　譲 訓練 犬（５頭）

220397 2018年03月30日 石澤　喜尚 ドッグビューティー　いしざわ 綾瀬市 寺尾南３－２４－１３ 石澤　喜尚 保管 犬（10頭）

220398 2023年03月06日 勝俣　礼奈 KOTAKOTA 小田原市 本町２－９－１７ モナーク小田原三の丸１２０３ 勝俣　礼奈 保管 犬　猫（５頭）

220399 2023年03月08日 キャンベルサン合同会社 代表社員　上野　洋一郎 キャンベルサン合同会社 茅ヶ崎市 幸町７番３３号 上野　洋一郎 訓練 犬（10頭）

220400 2018年03月26日 株式会社　アリイ動物病院 代表取締役　渡部　寛之 株式会社　アリイ動物病院 藤沢市 城南２－１－１ 藤沢城南ビル１Ｆ 渡部　寛之 保管 犬、猫、ウサギ、ハムスター、フェレット（1３頭）

220401 2018年03月29日 倉田　真弓 南林間どうぶつ病院 大和市 南林間５－１２－３ 倉田　真弓 保管 犬猫（６頭）

220402 2018年03月12日 難波　美紀 厚木キジュ動物病院 厚木市 下荻野１１８３－３ 難波　美紀 保管 犬（８頭）猫（６頭）

220403 2023年03月14日 谷口　緑 Ｄｏｇ　Ｃａｒｅ　Ｇｒｅｅｎ　Ｐｏｃｋｅｔ 藤沢市 柄沢２－１－２１ 谷口　緑 保管 犬（２頭）

220404 2013年03月21日 大佛　珠美 ペットケアハウス　Ｇｒｅｅｎ 藤沢市 城南３－６－１０ 大佛　珠美 保管 犬、猫（２０）

220405 2013年03月21日 大佛　珠美 ペットケアハウス　Ｇｒｅｅｎ 藤沢市 城南３－６－１０ 大佛　珠美 訓練 犬、猫（２０）

220406 2008年03月24日 関根　秀子 モナ動物病院 逗子市 桜山８－１－４４－１Ｆ 関根　秀子 保管 犬（３）　猫（３） セキセイインコ（２）

220407 2023年03月17日 新澤　龍一 北鎌倉柴虎荘 鎌倉市 大船１４５３ 新澤　砂帆子 販売 犬（柴犬１頭）　猫（ベンガル２頭）

220408 2023年03月24日 金子　恵美 ルシアンの家 秦野市 室町８－４ 金子　恵美 保管 犬（５頭）

220409 2023年03月24日 金子　恵美 ルシアンの家 秦野市 室町８－４ 金子　恵美 訓練 犬（３頭）

220410 2023年03月10日 竹中　大介 ｐｃｍｃ 平塚市 明石町２４－２５ ライオンズプラザ平塚２０２ 竹中　大介 販売 ヒョウモントカゲモドキ、蛇（国産種）２０匹

220411 2023年03月24日 関野　美穂 ＰＩＴＫＥＮＥＬ 海老名市 中野２－１２－２５ 関野　美穂 販売 犬（１０頭）ＭＩＸ（ラブラドール×フレンチブル

ドッグ）、トイプードル

220412 2013年04月19日 三部　絵理香 犬のようちえんＪｒ　茅ヶ崎教室 茅ヶ崎市 松が丘２－１０－３６ 三部　絵理香 保管 犬（20頭）

220413 2013年04月19日 三部　絵理香 犬のようちえんＪｒ　茅ヶ崎教室 茅ヶ崎市 松が丘２－１０－３６ 三部　絵理香 訓練 犬（20頭）

220414 2018年03月13日 植村　みはる エキゾチックショートヘア専科 茅ヶ崎市 松浪２－８－１９－１０５ 植村　みはる 販売 猫（40頭）

220415 2018年04月11日 工藤　正寛 わんダフル・ライフサポート　Ｈａｒｍｏｎｙ 海老名市 杉久保南２－７－１６ 工藤　正寛、工藤　綾 保管 犬（５頭） 鳥類（３羽）

220416 2018年04月12日 株式会社　リロバケーションズ 代表取締役　田村　佳克 わん’ｓ　ＬＡＮＤ　三浦海岸 三浦市 南下浦町上宮田５５５ 田中　名穂子 保管 犬・猫（６匹）

220417 2013年04月24日 栗田　真由子 Ｌｕｃｅ 茅ヶ崎市 松が丘１－６－６３ 栗田　真由子 保管 犬（２頭）

220418 2018年04月05日 合同会社　てるてるアニマルクリニッ

ク

代表社員　照屋　允盛 合同会社　てるてるアニマルクリニック 三浦市 南下浦町上宮田５２７－５ ヒロナガビル１Ｆ 照屋　允盛 保管 犬（１６頭）

220419 2013年03月28日 河津　順平 ＤＯＧ　ＳＣＨＯＯＬ　犬道 厚木市 山際１０５６－７ 河津　順平 訓練 犬（３頭）

220420 2018年04月06日 河田　友紀 ｎｉｃｏ　ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ 厚木市 栄町２－１－３ スワンズマーク１F 河田　友紀 保管 犬（５頭）

220424 2023年03月23日 有本　孝典 Ｈｉ－Ｄｒｉｖｅ　Ｄｏｇｓ！ 三浦郡葉山町 長柄１４６１－５０ ＨＡＺＡＫＵＲＡ１０８Ａ 有本　孝典 訓練 犬（５頭）

220427 2008年04月02日 小川　君代 ペットヘルパー　もも 藤沢市 辻堂新町１－２－８－７０４ 小川　君代 保管 猫（１頭）

220428 2023年03月30日 髙橋　遼 Ｗａｎ　ａｎｄ　Ｏｎｌｙ 大和市 深見７１５－５ 髙橋　遼 保管 犬（６頭）

220429 2023年03月30日 髙橋　遼 Ｗａｎ　ａｎｄ　Ｏｎｌｙ 大和市 深見７１５－５ 髙橋　遼 訓練 犬（６頭）

220430 2018年05月01日 山本　陽子 キャットシッター　ベル 鎌倉市 腰越１４１６－７ 山本　陽子 保管 猫（１５匹）

220431 2018年04月05日 川嶋　礼子 キャットシッターねことら 鎌倉市 材木座３－２－３ 川嶋　礼子 保管 猫（６）、犬（１） インコ、文鳥（１） トカゲ、カメ（１）

220432 2008年03月27日 鈴木　涼 ラヴィー＆アニードッグスクール 大和市 上和田２７００－２ 鈴木　涼 販売 犬４頭（フラットコーテッド・レトリバー１、ノー

フォークテリア３）

220433 2008年03月27日 鈴木　涼 ラヴィー＆アニードッグスクール 大和市 上和田２７００－２ 鈴木　涼 訓練 犬（預かりは５頭）

220434 2018年05月23日 高橋　雅子 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｄｏｇ　Ｌａｗｓ 鎌倉市 笛田５－２３－５ 高橋　雅子 訓練 犬（１５頭）

220435 2018年04月02日 株式会社　愛犬ハウスセキノ 代表取締役　関野　孝紀 株式会社　愛犬ハウスセキノ 秦野市 栃窪２４０ 関野　邦昭、関野　孝紀 貸出し 犬（３６０頭）

220439 2008年05月09日 石垣　弘 石垣動物病院 秦野市 鶴巻南２－４－５ 石垣　なほみ 保管 犬、猫（８頭）

220440 2018年04月05日 木本　哲哉 フリッパー動物病院 逗子市 逗子７－１３－３１ 木本　哲哉 保管 犬（５）、猫（５）、げっ歯類（１）、うさぎ

（１）

220441 2008年04月09日 栗原　弘克 道楽犬舎 秦野市 名古木２６８－１ 栗原　裕美 販売 犬（フレンチ・ブルドッグ５頭）

220443 2018年04月03日 飯塚　一実 ペットシッターSOS　座間 座間市 緑ヶ丘３－４３－１３ 飯塚　一実 保管 犬、猫（１０頭）


