
2023/1/24

申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

1 峯田武美 山形ドッグスクール
東村山郡山辺町緑ヶ丘3丁目1番地
16

峯田武美 犬１５頭 平成18年11月13日 村保18販第16号

2 増子久美子 愛犬繁殖センター 天童市大字山口3103 増子 久美子 成犬16頭、子犬10頭 平成19年2月2日 村保18販第25号

3 羽柴秀昭 チェリースノーキング 東根市柏原二丁目1－7－6 羽柴秀昭 猫２５頭 平成19年2月20日 村保18販第29号

4 吉田由美 ダックス専門犬舎チェリーラブランド 上山市永野字堀切1143－1 吉田由美 犬　最大13頭 平成19年5月22日 村保19販第25号

5
株式会社総合ペットコバ
ヤシ　代表取締役　小林
恵利子

プリマハウス繁殖場 東根市大字猪野沢1723－8 小林恵利子 犬（50頭） 平成19年5月31日 村保19販第27号

6 山川裕子 M-Heart 上山市沢丁6－1 山川裕子 犬７頭、猫４頭 平成23年6月27日 村保23販第10号

7 神藤満 ペットショップ　かんとう 寒河江市元町四丁目1－11 神藤ふみ子 犬45頭、ねこ12頭 平成24年3月28日 村保23販第20号

8
株式会社　ＡＨＢ　代表
取締役　川口雅章

ペットプラス天童店
山形県天童市芳賀タウン北4丁目1
番1号

茂木静瑠 犬１４頭、猫３頭 平成26年2月28日 村保2５販第5号

9 中島美代子 ドリーム　キス　エム 上山市仙石1907－1 中島美代子 犬（成犬１４頭、子犬６頭） 平成29年3月23日 村保28販第8号

10 菅野喜代治 カノンハウス本店 東根市神町西6丁目１－２ 菅野喜代治 犬２５頭、猫３２頭 平成29年6月6日 村保29販第3号

11 菊池拓実 Snow Reptiles (すのー れぷたいるず) 山形県天童市大字矢野目2288-1 菊池拓実 トカゲ(20)、ヤモリ（20） 平成29年10月10日 村保29販第5号

12 髙橋かおり ＤＯＧ　ＨＥＡＲＴＳ 山形県大槙４１５０－５ 髙橋かおり 猫３５匹 平成30年8月10日 村保30販第４号

13
株式会社　リトルグロー
ヴ　代表取締役　小林久
美子

株式会社　リトルグローヴ 東根市大字羽入620-10 小林久美子 犬（繁殖２、子犬８）計１０ 平成31年1月18日 村保30販第10号

14 深瀬聡子 トイプードル専門犬舎　Teddy Sweet House 上山市高野字上河原８９－３ 深瀬聡子 犬４頭 令和元年5月20日 村保2019販第１号

15 岡山友子 ayu-yan 寒河江市南町1－1－26 岡山友子 コーンスネーク100匹、アオダイショウ10匹 令和元年9月2日 村保2019販第3号

16 神藤満 ペットアミ東根店 東根市小林一丁目2－45 渡辺知佳
犬（12）、猫（10）、小動物（ウサギ、ハムスター）（40）、小鳥（セキセイ
インコ、文鳥）（20）、カメ（3）

令和元年10月28日 村保2019販第4号

第一種動物取扱業登録簿（販売）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）
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2023/1/24

申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

第一種動物取扱業登録簿（販売）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）

17 庄司美幸 アセイ 東根市神町東１-２-１０ 庄司美幸、渡部政彦 猫(15) 令和元年12月11日 村保2019販第5号

18
株式会社キダ商事　代
表取締役　貴田正治

バラエティショップキダ 東根市観音寺２１８０－４ 貴田美歩 犬（80）、ネコ（30） 令和3年1月12日 村保2020販第3号

19
まる吉自動車工業株式
会社　代表取締役　香曽
我部　裕一

まるコロ
山形県上山市川口字下河原１９２
－１

香曽我部　明美 犬（5） 令和3年2月2日 村保2020販第4号

20 平櫻いづみ ファンシーフローラル 山形県上山市下生居７５９－１ 平櫻いづみ 犬（１６）、猫（１０） 令和3年3月31日 村保2020販第５号

21
株式会社　Monange
代表取締役　寒河江　雅
菜

Ｍｏｎａｎｇｅ 東村山郡山辺町山辺603 寒河江　雅菜 犬最大４頭、猫最大１頭　犬もしくは猫どちらかのみを飼養 令和4年2月1日 村保2021販第2号

22 髙橋友里加 Lily Diamond 村山市富並１５５６ 髙橋友里加 猫２０（親猫５、子猫１５） 令和4年3月17日 村保2021販第3号

23
株式会社オアシス・アク
アマーチ
代表取締役　夏堀　光司

ペットアミ上山店 上山市仙石梅ノ木770番地 二瓶夕子

犬（2）、うさぎ（1）、モルモット（1）、チンチラ（1）、フェレット（1）、ハム
スター(2）、デグー（1）、リス（1）、モモンガ（1）、ハリネズミ（1）、インコ
（1）、カナリア（1）、フィンチ類（1）、カメ（1）、ヤモリ（1）、カエル（1）、
ヘビ（1）

令和4年5月18日 村保2022販第1号

24
株式会社Arq
代表取締役　木村　英明

Appears 上山市二日町６－３０ 木村　英明 犬（１０） 令和4年8月25日 村保2022販第2号

25 渡邉勝太 BP.Natural 上山市みはらしの丘７－３ 渡邉勝太 ボールパイソン１００匹 令和4年10月25日 村保2022販第3号

26 井上和枝 NUTS 大石田町桂木町９－２ 井上和枝 猫（９) 令和4年11月14日 村保2022販第4号

27
アークランズ株式会社
代表取締役　坂本晴彦

ホームセンタームサシ天童店 天童市南小畑１丁目７番２０号 樽谷ひなの

犬32頭、猫10頭、ウサギ10羽、ハムスター12頭、ハリネズミ4頭、フェ
レット2頭、モルモット2頭、デグー3頭、ハリネズミ４頭、チンチラ2頭、
セキセイインコ4羽、文鳥3羽、小桜インコ3羽、ボタンインコ2羽、オカ
メインコ2羽

令和4年11月22日 村保2022販第4号
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申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

1 髙橋ゆかり ワンちゃん美容室クック 山形県天童市山口１４２４－４ 髙橋ゆかり 犬最大４頭 平成18年6月13日 村保18保第1号

2 若生晃子 愛犬美容室はっぴー 河北町谷地字東601-5 若生晃子 犬７頭 平成18年6月13日 村保18保第2号

3 石沢尊子 愛犬美容室わんナップ 山辺町大字山辺1956-2 石沢尊子 犬２頭 平成18年6月14日 村保18保第3号

4 須藤智子 犬の床屋さんムブワ 村山市楯岡新町一丁目5-35 須藤智子 犬３頭 平成18年6月14日 村保18保第4号

5 永沢綾子 犬のシャンプー・カット　ＢＵＢＵ 山形県尾花沢市横町一丁目５－２２ 永沢綾子 犬全犬種３頭 平成18年8月1日 村保18保第8号

6 沖津由美 愛犬美容室　　ショパン
山形県寒河江市大字寒河江字三条
１３４

沖津由美 犬１０頭・猫１頭 平成18年8月25日 村保18保第10号

7 峯田武美 山形ドッグスクール
東村山郡山辺町緑ヶ丘3丁目1番地
16

峯田武美 犬１５頭 平成18年11月13日 村保18保第16号

8 増子久美子 愛犬繁殖センター 天童市大字山口3103 増子 久美子 犬（トリミング５頭） 平成19年2月2日 村保18保第21号

9 中島明美 ペットギャラリーＢＩＳ（ﾍﾞｽﾄｲﾝ) 上山市金生東1丁目5－40 中島明美 トリミング・ホテル（短期）　犬（3頭） 平成19年2月16日 村保18保第25号

10 伊藤昌仁 salon de Dack 天童市東芳賀三丁目3－14 伊藤昌仁 犬4頭 平成19年5月22日 村保19保第6号

11 山川裕子 M-Heart 上山市沢丁6－1 山川裕子
犬）ホテル2頭/日、トリミング6頭/
日、猫）トリミング1頭/日
合計上限４頭

平成20年7月25日 村保20保第2号

12 髙橋千穂 わんこのおうち 村山市大字河島乙296 髙橋千穂 トリミング犬5頭、ねこ 平成20年8月6日 村保20保第3号

13 笠原晃子 ドッグサロン　Sugar　Coco 西村山郡河北町谷地字砂田218－1 笠原晃子
犬）トリミング20頭/日　ホテル5頭/
日
合計最大12頭

平成20年9月19日 村保20保第4号

14 鈴木美佐子 トリミングハウス　らいじゅ 山形県東根市羽入3008-1603 鈴木美佐子
全犬種、全猫種トリミング犬5頭/
日、ホテル10頭/日

平成20年12月1日 村保20保第10号

15 逸見理子
かほく動物病院
トリミングサロン
ぽち

西村山郡河北町
谷地字嶋218-9

逸見理子 犬、猫　合計5頭 平成23年2月17日 村保22保第9号

第一種動物取扱業登録簿（保管）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）
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申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

第一種動物取扱業登録簿（保管）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）

16 伊藤繁則 コロポックルわんわん相談所
山形県西村山郡大江町大字小見８
０－１９

伊藤繁則 犬６頭 平成23年9月20日 村保23保第9号

17 神藤満 ペットショップ　かんとう 寒河江市元町四丁目1－11 神藤ふみ子 犬3頭、猫1頭 平成24年3月28日 村保23保第15号

18 菊地里美 grooming　ｓａｌｏｎ　Ｌｉｌｙ 西村山郡大江町大字左沢759-1 菊地里美 犬４頭/日 平成25年9月3日 村保25保第5号

19 須藤ゆかり ペットサロン　ピュア 天童市久野本四丁目4－13 須藤ゆかり
全犬種、全猫種　トリミング5頭/日
ホテル3頭/日

平成25年10月10日 村保25保第7号

20 吉田由美 ダックス専門犬舎チェリーラブランド 上山市永野字堀切1143－1 吉田由美 犬6頭 平成25年10月28日 村保25保第8号

21 関香奈 Dog Salon CREA 山形県東根市神町南一丁目５－１ 関香奈 犬２頭、猫１頭 平成28年6月10日 村保28保第2号

22
合同会社トリミングサロンＤ
ｅａｒ　代表社員　渡邉寛子

合同会社トリミングサロンＤｅａｒ 山形県天童市東長岡二丁目７－４２ 渡邉寛子 犬１１頭、猫３頭 平成28年6月22日 村保28保第3号

23 石沢哲平 ペットサロン　わんナップ
山形県東村山郡中山町大字長崎８
０３５－２

石沢哲平 犬6頭 平成28年10月18日 村保28保第6号

24 木村愛実 ドッグサロンアンミ 山形県東根市中央西５番8-1号 木村愛実 犬3 平成30年4月25日 村保30保第1号

25 宮川佐代子 愛犬美容室ブルーム 寒河江市南町1-6-15 宮川佐代子 犬3 平成30年6月25日 村保30保第2号

26
株式会社禅　代表取締役
丹野　浩美

ゼンライディングクラブ
山形県上山市蔵王字堀切山２５５５
番地１

丹野里香 馬28 平成30年11月29日 村保30保第8号

27 木村千尋 わんわんショップ　リトルグローヴ 天童市老野森一丁目5－24 木村　千尋
犬のみ１２（トリミング５頭、ホテル７
頭）

平成30年12月20日 村保３０保第９号

28 深瀬聡子 トイプードル専門犬舎　Teddy Sweet House 上山市高野字上河原８９－３ 深瀬聡子 犬３頭 令和元年5月20日 村保2019保第１号

29 齋藤　磯之 さいとう動物病院
東根市さくらんぼ駅前三丁目６－７

齋藤磯之
犬３頭、猫３頭

令和元年6月12日 村保2019保第２号

30
株式会社ＡＨＢ　代表取締
役　川口雅章

ペットプラス天童店

天童市芳賀タウン北四丁目１－１

茂木静瑠

犬４頭、猫２頭

令和元年6月20日 村保2019保第３号
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2023/1/24

申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

第一種動物取扱業登録簿（保管）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）

31 神藤満 ペットアミ東根店 東根市小林一丁目2－45 渡辺知佳 犬、猫　10頭 令和1年10月28日 村保2019保第5号

32 田中由利子 キャラメル　ランド 天童市貫津８２９－１ 田中由利子 犬14頭 令和2年3月6日 村保2019保第6号

33
ピーアンドエルジャパン株
式会社　代表取締役　大友
弘志

サロン・ド・フレンディ　イオンモール
天童店

天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 石澤なつみ 犬23頭、猫3頭 令和2年3月23日 村保2019保第7号

34 柴田辰洋 grooming　ｓａｌｏｎ　Ring 西村山郡河北町溝延黒木淵209-5 柴田辰洋 犬（6）、猫（2） 令和2年7月28日 村保2020保第1号

35 髙橋かおり DOG HEARTS 村山市大字大槙4150－5 髙橋かおり 犬3頭、猫3頭 令和2年8月11日 村保2020保第2号

36
株式会社さくらんぼ動物病
院
代表取締役　清水　崇

さくらんぼ動物病院 東根市温泉町三丁目３番６号 清水奈々 犬（10）、猫（８） 令和2年12月25日 村保2020保第４号

37
株式会社キダ商事　代表取
締役　貴田正治

バラエティショップキダ 東根市観音寺２１８０－４ 貴田美歩 犬（５）、猫（５） 令和3年1月12日 村保2020保第5号

38 平櫻いづみ ファンシーフローラル 山形県上山市下生居７５９－１ 平櫻いづみ 犬（１）、猫（１） 令和3年3月31日 村保2020保第６号

39
株式会社　Monange
代表取締役　寒河江　雅菜

Ｍｏｎａｎｇｅ 東村山郡山辺町山辺603 寒河江　雅菜
犬（トリミング10頭、ホテル3頭）、猫
（トリミング2頭、ホテル2頭）

令和4年2月1日 村保2021保第1号

40
株式会社オアシス・アクア
マーチ
代表取締役　夏堀　光司

ペットアミ上山店 上山市仙石梅ノ木770番地 二瓶夕子

犬（2）、うさぎ（1）、モルモット（1）、チ
ンチラ（1）、フェレット（1）、ハムス
ター(2）、デグー（1）、リス（1）、モモ
ンガ（1）、ハリネズミ（1）、インコ
（1）、カナリア（1）、フィンチ類（1）、カ
メ（1）、ヤモリ（1）、カエル（1）、ヘビ
（1）

令和4年5月18日 村保2022保第1号

41
アークランズ株式会社
代表取締役　坂本晴彦

ホームセンタームサシ天童店 天童市南小畑１丁目７番２０号 樽谷ひなの 犬猫15頭 令和4年11月22日 村保2022販第4号

5／8



2023/1/24 

申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

1
株式会社　ＡＨＢ　代表
取締役　川口雅章

ペットプラス天童店 天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 茂木静瑠 犬１４頭、猫３頭 平成26年2月28日 村保25貸第2号

2
株式会社キダ商事　代
表取締役　貴田正治

バラエティショップキダ 東根市観音寺２１８０－４ 貴田美歩 犬（20）、猫（10） 令和3年1月12日 村保2020貸第1号

第一種動物取扱業登録簿（貸出し）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）

6／8



2023/1/24

申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

名　称 所在地

1 峯田武美 山形ドッグスクール
東村山郡山辺町緑ヶ丘3丁目1番地
16

峯田武美 犬１５頭 平成18年11月13日 村保18訓第2号

2 伊藤繁則 コロポックルわんわん相談所
山形県西村山郡大江町大字小見８
０－１９

伊藤繁則 犬６頭 平成23年9月20日 村保23訓第1号

3 武岡麻奈美 ドッグトレーニングLento 天童市大字山元147 武岡麻奈美 犬（4） 平成29年9月5日 村保2022訓第1号

第一種動物取扱業登録簿（訓練）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）

7／8



2023/1/24

申請者

氏名（法人にあっては
名称及び代表者の氏名）

事業所名 所在地

1 齊藤進 ホースガーデンむらやま 村山市大字本飯田字柳堤2486－46 庄司　修 馬8頭、ポニー4頭 平成20年7月31日 村保20展第3号

2 松原英俊 鷹匠 山形県天童市田麦野544 松原英俊

イヌワシ（1羽)、クマタカ（1羽）、ハリ
スホーク（1羽）、ケアシノスリ（1羽） 平成29年1月27日 村保28展第6号

3 髙橋紗智 ㈱あづま荘 山形県天童市鎌田二丁目2-1 髙橋紗智 猫2匹 平成30年3月13日 村保29展第7号

4
株式会社総合ペットコバ
ヤシ　代表取締役　小林
恵利子

プリマハウス東根繁殖場 東根市大字猪野沢1723－8 小林恵利子

犬（25）、猫（6）、うさぎ(15)、ハムス
ター（20）、モルモット(2)、チンチラ
(2)、フェレット(2)、ハリネズミ(2)、イ
ンコ(6)、カメ、(4)、トカゲ(1)、ヘビ(1)

平成30年9月19日 村保30展第5号

5
株式会社禅　代表取締
役　丹野　浩美

ゼンライディングクラブ
山形県上山市蔵王字堀切山２５５５
番地１

丹野里香 馬28 平成30年11月29日 村保30展第9号

6 鹿間小緒里 Uchi farm(うち　ふぁーむ）
寒河江市大字寒河江字上野乙871-
2

鹿間小緒里 馬３頭 平成31年3月25日 村保３０展第10号

7 河北町 河北町児童動物園 西村山郡河北町谷地戊８１ 冨樫花栄

ニホンザル(4)、キツネ(3)、ハクビシ
ン(2)、タヌキ(2)、鹿(1)、羊(2)、ヤギ
(2)、ウサギ(61)、ポニー(1)、鳥類
(98)、カメ(10)、モルモット（20）

令和2年1月27日 村保2019展第1号

8 佐々木隆馬 いきもの体験ラボ
山形県西村山郡大江町大字柳川
190

佐々木隆馬
ヘビ（１５：アオダイショウ、シマヘ
ビ、ジムグリ、ヒバカリ、タカチホヘ
ビ、シロマダラ)

令和3年5月10日 村保2021展第1号

第一種動物取扱業登録簿（展示）

主として取扱う
動物の種類及び数

整理
番号

登録番号
事業所

動物取扱責任者の氏名 登録年月日

（村山保健所）

8／8


