
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 渋谷直樹 ﾍﾟｯﾄﾊｳｽｻﾏｰﾛｰﾘｰ 山形県米沢市門東町1-3-3 渋谷直樹 犬22頭 平成18年11月15日 置保18販第 3号

2 石川誠一 石川ﾍﾟｯﾄ 山形県高畠町大字高畠877 石川誠一
猫55匹、カナリヤ22羽、ジュウシ
マツ32羽

平成18年11月15日 置保18販第 4号

3 大木美智子 ﾐﾁｺﾋﾏﾗﾔﾝ 山形県川西町大字大舟994-2 大木美智子 猫38匹 平成19年1月26日 置保18販第12号

4 髙橋吉博 髙橋吉博 山形県川西町大字上小松569 髙橋吉博 猫30匹（年間） 平成19年1月26日 置保18販第20号

5
アークランズ株式会社
代表取締役社長　坂本
晴彦

ホームセンタームサシ米沢店 米沢市徳町１５５ー１ 高橋敏史

犬20、猫10、ウサギ5、ﾊﾑｽﾀｰ30、
ﾘｽ10、ﾌｪﾚｯﾄ5、ﾓﾙﾓｯﾄ3、ｾｷｾｲｲﾝｺ
10、ｵｶﾒｲﾝ3、ﾆﾜﾄﾘ10、ﾋﾖｺ50、十
姉妹5、文鳥5、ｶﾅﾘｱ10、ﾛｼｱﾘｸｶﾞﾒ
3、ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞ3

平成22年3月12日 置保21販第 5号

6 石川浩朗 甲斐犬愛護会　えくぼ犬舎 山形県南陽市二色根３１０－１３ 石川浩朗 犬4 平成22年9月6日 置保22販第 1号

7
ユミール株式会社代表
取締役山田真希

ユミール株式会社　アミーゴ　米
沢店

米沢市中田町字西三幕564-1 山田真希 犬40頭、猫10頭 平成25年10月15日 置保25販第２号

8 寒河江　祐子 Pet shop サロン KiKi 山形県米沢市西大通２－２－２９ 寒河江　祐子 犬、猫 平成26年3月31日 置保25販第3号

9 長澤恵理子 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟｺｯｺ 山形県米沢市大字下新田1759-1 長澤恵理子 犬、猫（あわせて44頭） 平成26年10月8日 置保26販第4号

10 渡部忠弘 ペットサロンくるみ 山形県米沢市大町４－６－６ 渡部忠弘 犬（１０） 平成27年3月5日 置保26販第5号

11 歌丸　猛 うたまる小鳥店 南陽市赤湯３８８－３ 歌丸　猛
インコ２０　カナリヤ１０　文鳥
８　錦花鳥１０　十姉妹６

平成27年10月29日 置保２７販第２号

12 堀越　幹也 山形誠和荘 山形県長井市平山４０９２ 堀越　幹也 柴犬１０ 平成27年12月17日 置保２７販第3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

（置賜保健所）
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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（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

（置賜保健所）

13 堀越　和子 絢華誠和 山形県長井市平山４０９２ 堀越　和子 柴犬１０ 平成27年12月17日 置保２７販第4号

14
株式会社アミーゴ
代表取締役　中村友
秀

ペットワールドアミーゴ米沢
店

米沢市中田町字西三幕564-1 塩谷　晃

哺乳類：ハムスター18匹、ウ
サギ8羽、フクロモモンガ4
匹、モルモット4匹、ハリネズ
ミ2匹、チンチラ2匹、フェ
レット2匹
鳥類：インコ類12羽、文鳥8
羽、カナリヤ2羽
爬虫類：トカゲ類20匹、カメ
類10匹、ヘビ類4匹

平成29年1月25日 置保28販第1号

15 茅原小百合 bon bon honey 高畠町大字山崎１６－３８ 茅原小百合 犬40頭 平成29年3月29日 置保28販第2号

16 宮下今日子 トリミングルームみにか 高畠町大字福沢４１８－７ 宮下今日子 犬3匹 平成29年9月1日 置保29販第3号

17 戸田　静 ＤＯＧ　ＬＩＦＥ 山形県米沢市笹野町２３０１－３ 戸田静 犬猫5頭/年 平成29年12月8日 置保29販第5号

18
エニシオ株式会社　代
表取締役　難波美香

愛犬の店　プ・ドール 南陽市長岡1952番地 難波美香 犬５～６頭 平成30年9月12日 置保30販第1号

19 岩瀬良一 イワセ　ドック　スクール 山形県南陽市小岩沢287-2 岩瀬良一 犬10頭 令和元年12月26日 置保2019販第1号

20 八巻幸一
ハリネズミブリーダーショップ
はり子屋

米沢市大字三沢26098-102 八巻幸一 ハリネズミ１０匹 令和2年4月20日 置保2020販第1号

21 鈴木愛 Dream Dog 米沢市遠山町2680 鈴木愛 犬１０頭 令和2年4月30日 置保2020販第2号

22 石川希久子 太助 南陽市椚塚1021-2 石川希久子 猫 50 頭 令和3年4月14日 置保2021販第1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

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

（置賜保健所）

23 峰田美喜子 ブリーダーハウス・峰田
山形県東置賜郡川西町大字上小松
5095-29

峰田美喜子 犬14匹、猫3匹 令和3年12月14日 置保2021販第2号

24 茅原茂 bon bon honey　2
山形県東置賜郡高畠町大字二井宿
2882

茅原茂 犬27頭 令和4年3月29日 置保2021販第3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 大木美和 ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝﾌｪｱﾘｰ 山形県白鷹町荒砥甲636-12 大木美和 犬3頭、猫13頭 平成18年10月20日 置保18保第 2号

2 佐藤由美子 犬の床屋さんぽろん 山形県高畠町大字福沢538-9 佐藤由美子 犬1-2頭 平成18年11月15日 置保18保第12号

3 渋谷直樹 ﾍﾟｯﾄﾊｳｽｻﾏｰﾛｰﾘｰ 山形県米沢市門東町1-3-3 渋谷直樹 犬3頭 平成18年11月15日 置保18保第 5号

4 丹野真貴子 ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝﾌﾚﾝﾄﾞ 山形県南陽市二色根162-10 丹野真貴子 犬、猫合わせて5頭 平成18年11月15日 置保18保第 8号

5 石田祥二 ﾛﾝｸﾞｽﾄ-ﾝ犬舎 山形県長井市平山4014-2 石田祥二 犬6頭 平成19年1月26日 置保18保第16号

6 佐藤喜樹 ﾀｰﾄﾙﾄﾘｰﾐﾝｸﾞﾊｳｽ 山形県高畠町大字亀岡2911-1 後藤恭子 犬3頭 平成19年3月30日 置保18保第18号

7 佐藤紀美子 わんわん美容室 Fam 山形県長井市ままの上10-16 佐藤紀美子 犬2頭 平成19年3月30日 置保18保第19号

8 土屋郁望 ぺっとさろん　わんこ日和 山形県米沢市駅前三丁目1-40 土屋郁望 犬(ホテル6頭） 平成21年6月10日 置保21保第 1号

9
アークランズ株式会社
代表取締役社長　坂本
晴彦

ホームセンタームサシ米沢店 米沢市徳町１５５ー１ 高橋敏史 犬20、猫10 平成22年3月12日 置保21保第 8号

10 宮下今日子 トリミングルーム　みにか 山形県高畠町大字福沢４１８－７ 宮下今日子 犬3、猫1 平成22年4月27日 置保22保第 1号

11 佐藤公子 kirara 山形県南陽市椚塚１６８３－１ 佐藤公子 犬４頭 平成23年11月14日 置保23保第3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

（置賜保健所）

4／8



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

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

（置賜保健所）

12 藤島靖子 ドッグサロンふわふわたいむ
山形県東置賜郡川西町上小松２３４
４－１

藤島靖子 犬2頭 平成24年7月19日 置保24保第2号

13 渡邊美幸 愛犬美容室ALMA 山形県南陽市宮内2439－1 渡邊美幸 犬3頭 平成25年1月4日 置保24保第5号

14 鈴木智美 Pet salon　トリム
小国町大字小国小坂町２丁目３０－
３

鈴木智美 犬６頭 平成25年4月25日 置保25保第1号

15
株式会社ながい動物病
院　長岡栄一

ペットホテル薫 山形県長井市舟場１３－１ 長岡　栄一 犬１０頭、猫１０頭 平成26年4月8日 置保25保第3号

16 寒河江　祐子 Pet shop　サロン KiKI 山形県米沢市西大通２－２－２９ 寒河江　祐子 犬2、猫1 平成26年3月31日 置保25保第4号

17 戸田　静 ＤＯＧ　ＬＩＦＥ 山形県米沢市笹野町２３０１－３ 戸田　静 犬、猫 平成26年5月29日 置保26保第1号

18 長澤恵理子 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟｺｯｺ 山形県米沢市大字下新田1759-1 長澤恵理子 犬・猫　各1～2頭 平成26年10月8日 置保26保第2号

19 布施美穂 モン　クール　わんこ
山形県東置賜郡高畠町大字安久津
２３３８－１５

布施美穂 犬、猫　5 平成26年12月3日 置保26保弟3号

20 遠藤明日香 Dog salon Häntä. 山形県米沢市鍛冶町4581 遠藤明日香 犬　2 平成27年1月6日 置保26保第4号

21 横山江美子 ペット美容室 ぶるーむ 山形県長井市草岡3412-2 横山江美子 犬6、猫3 平成27年1月16日 置保26保第5号

22 渡部忠弘 ペットサロンくるみ 山形県米沢市大町４－６－６ 渡部忠弘 犬（５～６） 平成27年3月5日 置保26保第６号

23 上村順子 上村乗用馬トレーニングセンター 米沢市大字川井２９５８－９ 上村順子 馬８ 平成27年11月9日 置保27保第１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

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

（置賜保健所）

24 株式会社アミーゴ 代表取締役　中村友秀
ペットワールドアミーゴ米沢
店

米沢市中田町字西三幕564番1 塩谷　晃 犬、猫 平成29年1月25日 置保28保第2号

25 株式会社　大十 cafe Lino 米沢市金池２－８－５ 金子圭一 犬２頭 平成30年8月17日 置保30保第1号

26
エニシオ株式会社
代表取締役　難波美
香

愛犬の店　プ・ドール 南陽市長岡1952番地 難波美香 犬13頭 平成30年9月12日 置保30保第2号

27 小浅千絵 トリミングルームCOCO 米沢市杉の目町１７９４ 小浅千絵 犬猫（1日3頭） 平成30年9月27日 置保30保第3号

28 岩瀬良一 イワセ　ドック　スクール 山形県南陽市小岩沢287-2 岩瀬良一 犬20頭 令和元年12月26日 置保2019保第2号

29 有限会社　大竹動物病院　代表取締役　大竹史倭トリミングルーム・エム 南陽市郡山625-1 土井光 犬（8頭） 令和2年1月9日 置保2019保第3号

30 白井実 プリーマ・クンペル 米沢市城南4-2-5 白井実 犬５頭 令和2年4月30日 置保2020保第1号

31 渋谷恵梨香 ペットサロン　ohana 長井市中道一丁目8-58 渋谷恵梨香 犬 2 頭 令和3年4月22日 置保2021保第1号

32 尾形亜美 トリミングサロン　BONU-RU
山形県東置賜郡高畠町大字下和田
3170-1

尾形亜美 犬猫 7頭 令和3年5月18日 置保2021保第2号

33 髙橋逸美 DOG　Labo 山形県東置賜郡高畠町時沢527 髙橋逸美 犬　3頭 令和3年6月24日 置保2021保第3号

34 竹田佳世 ペットサロン　chou  chou 長井市中伊佐沢48-7 竹田佳世 犬 最大8頭 令和4年8月25日 置保2022保第1号

35 峰田秀明 ワン・ニャンパートナーランド美喜
山形県東置賜郡川西町大字上
小松5095-29

峰田秀明 犬 1頭、猫1匹 令和4年10月26日 置保2022保第2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 丹野高志 Canile 山形県南陽市三間通1311-14 丹野高志 犬10頭 平成20年11月10日 置保20訓第 1号

2 上村順子 上村乗用馬トレーニングセンター 米沢市大字川井２９５８－９ 上村順子 馬８ 平成27年11月9日 置保27訓第１号

3 西岡美香 ちゃまろんげ
米沢市福田町１－２－６５－１３
６

西岡美香 犬2 平成28年7月11日 置保28訓第１号

4 シンキンズ夕子 DOG CONNECTION 米沢市徳町3-1 シンキンズ夕子 犬2頭（1日） 平成29年2月21日 置保28訓第2号

5 岩瀬良一 イワセ　ドック　スクール 山形県南陽市小岩沢287-2 岩瀬良一 犬20頭 令和元年12月26日 置保2019訓第1号

6 白井実 プリーマ・クンペル 米沢市城南4-2-5 白井実 犬 ２頭 令和2年4月30日 置保2020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

（置賜保健所）
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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

1 峰田美喜子 ワン・ニャンパートナーランド美喜
山形県東置賜郡川西町大字上小松
５０９５－２９

峰田美喜子 犬7頭、猫2頭 平成24年8月29日 置保24展第2号

2
一般社団法人　ひらすび
牧場　代表理事寄田勝
彦

一般社団法人　ひらすび牧場
山形県西置賜郡飯豊町大手ノ子２
６１７－１

金田舞美、金田裕樹、松山法雄 馬3頭 平成26年8月25日 置保26展第2号

3 白川真理子 まほらねこ
高畠町大字船橋３３１－１２ グ
リーンフォレスト高畠102号

白川真理子 猫１０ 平成28年7月5日 置保28展第１号

4 鈴木基 米沢乗馬振興会 米沢市李山９０６４ 今田いく子 馬2頭 平成30年8月28日 置保30展第1号

5 細谷絵里子 ショコラ邸
山形県東置賜郡川西町大字上
小松1644

細谷絵里子 猫1 令和1年10月11日 置保2019展第1号

6 菊地春司 きくち建築（イベント事業部） 山形県南陽市池黒199-1 菊地栄子 放鳥用鳩約150羽、種鳩約30羽 令和3年9月22日 置保2021展第5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

（置賜保健所）
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