
2023/1/24

（庄内保健所）
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
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鶴岡店 鶴岡市中野京田字上大坪５-１ 波多野佑樹
犬25、猫8、ﾊﾑｽﾀｰ40、ｳｻｷﾞ20、ﾌｪ
ﾚｯﾄ2、ｾｷｾｲｲﾝｺ20、文鳥10、ﾁｬﾎﾞ
2、ｳｺｯｹｲ2、亀30

H18.7.7 庄保２３販第１号

3 加藤藤一 ドッグサロン琵琶 酒田市山寺字笹山８５－７ 加藤節子 犬27 H18.8.4 庄保２３販第２号

7 齋藤勉 ファミリー　ベン 酒田市広野末広７０－７ 齋藤　勉 犬7 H18.9.19 庄保２３販第３号

8
有限会社　LEE＆LEE代
表取締役　薄木孝子

有限会社　LEE＆LEE 酒田市大宮町一丁目８－９ 薄木孝子
犬８０（ﾌﾟﾁﾊﾞｾﾞｯﾄｸﾞﾘﾌｫﾝﾊﾞﾝﾃﾞｰﾝ､ﾄｲ
ﾌﾟｰﾄﾞﾙ､ｼｰｽﾞｰ)

H18.9.19 庄保２３販第４号

12 阿部良一
阿部警察犬訓練所・モガミリバー犬
舎

酒田市浜中字八間山４８７－１ 阿部良一 犬０頭 H18.10.25 庄保２３販第７号

20 長谷部信勝 長谷部荘 酒田市飛鳥２０７ 長谷部信勝 犬6～7頭 H18.12.8 庄保２３販第１０号

32
有限会社チョウカイペット
代表取締役　鈴木経二

有限会社チョウカイペット
飽海郡遊佐町大字比子字青塚１２３
－１５

鈴木和代 犬１６０頭 H19.2.8 庄保２３販第１７号

40 袴田博行 総合ペット　東北園 酒田市御成町１６－４ 袴田博行 犬１５頭、猫２頭 H19.2.22 庄保２３販第１９号

43 佐藤富昭 庄内月山荘 鶴岡市和名川字南田２９ 佐藤富昭 犬1４頭 H19.2.27 庄保２３販第２０号

44 伊藤　正 山形飛鳥荘 酒田市飛鳥字堂之後６５の１ 伊藤　正 犬25頭 H19.2.27 庄保２３販第２１号

47
株式会社ペットショップ
ジョイ 代表取締役　青塚
信弘

㈱ペットショップジョイ 鶴岡市切添町２３－２ 青塚信弘 犬３０頭、猫５０匹 H19.3.7 庄保２３販第２３号

49 小松茂樹 ビッグシャトルケンネル 飽海郡遊佐町直世字若林８５－２３ 小松茂樹 犬180頭、猫20匹 H19.3.29 庄保２３販第２４号

58 瀬尾　智 フレンズ　Ｈ＆Ｓ 鶴岡市水沢己８０－２ 瀬尾　智 犬7頭 H19.5.7 庄保１９販第３号

66 遠藤正清 ジャマンアイリスエンドウJP 鶴岡市大広山崎２－４ 遠藤正清 犬15頭 H19.5.17 庄保１９販第５号

70
株式会社チャンピオン代
表取締役　髙橋芳秋

株式会社チャンピオン酒田店 酒田市四ツ興野４３０ 佐々木佳那
ハムスター30匹、ウサギ10匹、カメ30
匹

H19.5.23 庄保１９販第７号

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（販売）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日
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動物取扱責任者の氏名
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登録年月日

75
株式会社鹿野金弥商店
代表取締役　鹿野誠輝

㈱鹿野金弥商店 酒田市中央東町２－２１ 鹿野誠輝 犬40頭 H19.5.23 庄保１９販第１１号

79
山本株式会社  代表取締
役　山本正人

山本株式会社 鶴岡市本町２－１６－８ 山本正人
犬5頭、猫1匹、ハムスター20匹、うさ
ぎ10匹、フィンチ類（セキセイインコ）
２５羽

H19.5.23 庄保１９販第１３号

86 佐藤光良 佐藤光良 酒田市浜中字船付場32－55 佐藤美登里 小鳥30羽、鶏50羽 H19.5.28 庄保１９販第１８号

88 原田孝一 警察犬はらだ訓練所 東田川郡庄内町榎木字川原畑６７８ 原田孝一 犬10頭 H19.5.28 庄保１９販第２０号

93 成澤和也 成澤よしみ養魚場 東田川郡庄内町西袋字村立７３ 成澤和也
キンセン亀50、石亀20、ゼニ亀200、
ミドリ亀250

H19.5.28 庄保１９販第２１号

130 眞柄京子 ドッグパル　まがら 酒田市宮海字林内２３－３ 眞柄京子 犬１５頭 H22.9.16 庄保２２販第１号

140 勝木正人
勝木正人　ＨＡＧＵＲＯ　ＶＩＣＴＯＲＹ
ＷＯＯＤ

鶴岡市羽黒町手向字手向２５７－１ 勝木正人 犬１５頭 H24.1.30 庄保２３販第１８号

152 阿蘇志信 阿蘇 酒田市宮海字村東８２－２ 阿蘇志信 犬３頭、猫２０頭 H25.8.23 庄保２５販第５号

153 沖田純子 Dog＆CommunicationClubPiccola 酒田市宮海字砂飛１５８－１２６ 沖田純子 犬37 H26.2.19 庄保２５販第６号

155 松浦文雄 GoldenDoodle/yamagata
飽海郡遊佐町大字藤崎茂り松２－１
１４０

松浦文雄 犬ゴールデンドゥードル(67） H26.2.19 庄保２５販第７号

163
瀬戸商事株式会社  代表
取締役　木村孝

ペットウィズ酒田店 酒田市ゆたか二丁目9-7 竹内康恵 犬、猫　３０頭（犬２５頭、猫５匹） H26.5.20 庄保２６販第２号

166 佐藤義郎 YAKATA 酒田市宮海字向砂畑５５－２ 佐藤義郎 コリー（２頭）、シェルテー（１０頭） H26.6.23 庄保２６販第３号

169 富樫伸典 サカタ　オーク　リッチ　ケネル 酒田市日吉町１－１－２８ 富樫伸典 犬６匹 H27.12.21 庄保27販第1号

170 伊藤律子 Ｋａｍｕｉ４８ 鶴岡市藤の花２－１１－１２ 伊藤育生 犬５頭（トイプードル） H28.1.27 庄保27販第2号
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（庄内保健所）
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
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台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日

176
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酒田店 酒田市ゆたか二丁目9-7 寺島威人

ゴールデンハムスター(6)キングハム
スター(4)ジャンガリアン(10）パールホ
ワイト(10)ブルーサファイア(10）ロブ
ロフスキー(2)ビグミーハリネズミ(2)フ
クロモモンガ(2)ウサギ(2)フェレット(5)
モルモット(4)ジャービル(4)チンチラ
(2)　セキセイインコ(5)小桜インコ(4)
ボタンインコ(4)オカメインコ(2）文鳥
(2)十姉妹(5)ヨウム(1)ｳｺｯｹｲ(2)うずら
(５）コガネメキシコインコ(２)アヒル(３)
チャボ(３)　ミドリガメ(１０)ゼニガメ(１
０)チズガメ(３)レッドベリー(２)ニオイ
ガメ(５)ロシアリクガメ(４)ホシガメ(５)ケ
ズメリクガメ(２)ヒョウモンリクガメ(２)グ
リーンイグアナ(２)ヒョウモンカゲモド
キ(３)ヤモリ(２)ヒルヤモリ(２)エボシカ
メレオン(２)アオジタトカゲ(１)コーンス
ネーク(１)

H29.2.9 庄保２８販第4号

181
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酒田店 酒田市泉町１－２ 林貴志
犬14、猫14、鳥類・爬虫類・小動物：
計65頭

H29.3.29 庄保２８販第６号

185
株式会社ととや  代表取
締役　横山功

株式会社ととや　ペットショップ
TOTO屋

山形県鶴岡市下山添字一里塚１４８
番地

横山功 犬２６０頭　猫１４０頭 H29.5.23 庄保２９販第１号

190 前嶋義則 Ｐｒｅｔｔｙわんわん 酒田市泉町１－２ 前嶋義則 犬80頭、猫20頭 H29.11.8 庄保２９販第３号

192 齋藤幸浩 Ｙ．Ｓ．Ｓｉｌｋｉｅｓ 山形県鶴岡市羽黒町玉川１０３ 齋藤幸浩
鳩３０羽、烏骨鶏１５０羽、コールダッ
ク２０羽、鶏３０羽

H30.3.15 庄保２９販第５号

193
株式会社ワンダー  代表
取締役　森田直志

ペットショップワンダー（ホームセン
タームサシ酒田店内）

酒田市泉町１－２ 笠松奈々 犬３０頭、猫２０頭 H30.5.11 庄保30販第1号

194 佐藤喜洋
ペトリスリテール（ホームセンタームサ
シ酒田店内）

酒田市泉町１－２ 林のぞみ 犬70頭、猫30頭 H30.5.11 庄保30販第2号

195 山崎信幸
エクセル（ホームセンタームサシ酒田
店内）

酒田市泉町１－４ 比佐桃子 犬35頭、猫15頭 H30.5.11 庄保30販第3号

196
株式会社ワンダー  代表
取締役　森田直志

ペットショップワンダー（ホームセン
タームサシ鶴岡店内）

鶴岡市中野京田字上大坪５-１ 鈴木由佳 犬０頭、猫０頭 H30.9.19 庄保30販第4号

197 前嶋義則
Ｐｒｅｔｔｙわんわん（ホームセンターム
サシ鶴岡店内）

鶴岡市中野京田字上大坪５-１ 前嶋義則 犬０頭、猫０頭 H30.9.19 庄保30販第5号

204
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イオンタウ
ン酒田店

酒田市泉町２１４イオンタウン酒田敷
地内

池田仁美 犬33頭、猫3頭 令和元年8月19日 庄保2019販第3号
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（庄内保健所）
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

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（販売）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日

207 小野寺真由美 尾浦犬舎 鶴岡市平成町１８－１７ 小野寺真由美 犬５頭 令和元年8月19日 庄保2019販第1号

208 太田洋子 ブリードルーム 鶴岡市稲生一丁目19-16-5 太田洋子 トカゲ15匹 令和元年8月19日 庄保2019販第2号

209
株式会社セシル  代表取
締役　白井久仁

ペッツ セシリア
鶴岡市中野京田字上大坪５-１ホー
ムセンタームサシ鶴岡店ペットセン
ター

伊藤慎一郎 犬30頭、猫20頭 令和元年9月17日 庄保2019販第4号

210 佐藤喜洋 ペトリス
鶴岡市中野京田字上大坪５-１ホー
ムセンタームサシ鶴岡店ペットセン
ター

長谷川剛 犬30頭、猫20頭 令和元年9月17日 庄保2019販第5号

212
株式会社セシル  代表取
締役　白井久仁

ペッツ セシリア（ホームセンタームサ
シ酒田店内）

酒田市泉町１－２ 伊藤慎一郎 犬30頭、猫20頭 令和元年12月4日 庄保2019販第6号

216 坂田克矢 ラブリーハウス山形 鶴岡市湯温海字湯之里１７２ 坂田克矢 犬のみ（４頭） 令和2年12月14日 庄保2020販第１号

217
有限会社北斗工健  代表
取締役　工藤聡

アクアショップかめちゃん 山形県酒田市東町１丁目１９－７ 工藤富寿子 ヘビ(10)、トカゲ（10）、カメ(100) 令和3年6月3日 庄保2021販第1号

221 佐藤朋美 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ・ＨＯＭＥ 酒田市宮海字向砂畑５５－２ 佐藤朋美 犬５頭 令和3年12月23日 庄保2021販第2号

223 岡部昇 ベリーサンクス 鶴岡市羽黒町後田字東46 岡部昇 犬２頭 令和4年2月24日 庄保２021販第３号

224 寒河江由美子 ナツの家 鶴岡市伊勢原町２４－１７ 寒河江由美子 犬２頭 令和4年3月25日 庄保2021販第4号

227 松野雄一 ドッグハウス「ベル」　出羽小鈴庵 鶴岡市三和町１０－１２ 松野雄一 犬４頭 令和4年5月31日 庄保２０２２販第１号

228 (株)ハイライト エムナイン 鶴岡市早田丙７６ 筒井深雪 犬１２頭 令和4年9月6日 庄保２０２２販第２号

230 逸見みほ VIBLissDog 鶴岡市水沢字水沢尻２２－１ 逸見みほ 犬６頭 令和4年9月16日 庄保２０２２販第３号

231 土田由郁 ハチ公山形 酒田市飛鳥字大道端２３６－３ 土田由郁 犬２頭 令和4年11月9日 庄保２０２２販第４号
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（庄内保健所）
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

2
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鶴岡店 鶴岡市中野京田字上大坪５-１ 波多野佑樹 犬5、猫5,ｳｻｷﾞ H18.7.19 庄保２３保第１号

26 阿部良一 阿部警察犬訓練所・モガミリバー犬舎 酒田市浜中字八間山４８７－１ 阿部良一 犬２０頭 H18.12.27 庄保２３保第５号

17 池田沙織 Little Dog 酒田市みずほ２丁目５番地の３ 池田沙織 犬7、猫1 H18.11.21 庄保２３保第３号

39 奥山由紀 ペット美容室　わんルーム 東田川郡庄内町松陽１－２－８ 奥山由紀 犬猫３頭 H19.2.22 庄保２３保第８号

41 袴田博行 総合ペット　東北園 酒田市御成町１６－４ 袴田博行 猫１頭 H19.2.22 庄保２３保第９号

48
株式会社ペットショップジョ
イ 代表取締役　青塚信弘

㈱ペットショップジョイ 鶴岡市切添町２３－２ 青塚信弘
犬６０頭、猫１５匹、小動物２００匹、
鳥１００羽、亀100

H19.3.7 庄保２３保第１０号

64 福嶋忠明 ペットの美容室　おりいぶ美原店 鶴岡市美原町５－３１ 犬9頭、猫3匹 H19.5.17 庄保１９保第５号

76
株式会社鹿野金弥商店代
表取締役　鹿野誠輝

㈱鹿野金弥商店 酒田市中央東町２－２１ 鹿野誠輝 犬11頭、猫4匹、ハムスター H19.5.23 庄保１９保第８号

80
山本株式会社  代表取締
役　山本正人

山本株式会社 鶴岡市本町２－１６－８ 山本正人 犬15頭、猫５匹、うさぎ１匹 H19.5.23 庄保１９保第１０号

89 原田孝一 警察犬はらだ訓練所 東田川郡庄内町榎木字川原畑６７８ 原田孝一 犬10頭 H19.5.28 庄保１９保第１１号

91
有限会社しゃぼんだま代表
取締役　久島美砂

有限会社しゃぼんだま 鶴岡市睦町１５－１７ 久島美砂 犬猫０頭 H19.5.28 庄保１９保第１２号

92 佐藤清美 わんわん美容室　ポシェット 鶴岡市ほなみ町１２－１２ 佐藤清美 犬２頭 H19.5.28 庄保１９保第１３号

97
有限会社三連星代表取締
役　太田令志

太田総合動物病院 鶴岡市切添町２４－２０ 佐藤景子 犬５頭、猫５匹 H19.5.31 庄保１９保第１６号

101
有限会社酒田医療看護動
物病院代表取締役　鹿野
雅紀

有限会社酒田医療看護動物病院 酒田市東泉町６丁目１－１２ 髙橋真紀 犬猫１４頭、小鳥３羽 H19.5.31 庄保１９保第１９号

104 渡部礼子 ペットシッター　ハッピー 酒田市吉田字伊勢塚１２２ 渡部礼子 犬猫５頭 H20.3.21 庄保１９保第２１号

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（保管）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日
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2023/1/24

（庄内保健所）
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

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（保管）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日

110 佐藤政弘 安寧 酒田市御成町２９－３ 佐藤政弘 犬猫１０頭 H20.8.6 庄保２０保第１号

120
株式会社佐々木プレス工
業所代表取締役　佐々木
一美

ドッグパーク　ワンミー 酒田市両羽町１０－1２ 佐々木祥子 犬１６頭(ホテル)、犬5頭(トリミング) H21.8.6 庄保２１保第３号

125 髙坂美春 ドッグカフェリオン（Dog Cafe リオン） 酒田市東泉町５－７－１７ 髙坂美春
犬・猫・うさぎ１０頭(ホテル)、6頭(トリミ
ング)

H22.7.23 庄保２２保第１号

126 髙橋　舞 ペットサロンＬＵＸＥ 飽海郡遊佐町小原田字道ノ下５－４ 髙橋　舞 犬５頭 H22.8.30 庄保２２保第２号

129 眞柄京子 ドッグパル　まがら 酒田市宮海字林内２３－３ 眞柄京子 犬１５頭 H22.9.16 庄保２２保第３号

154 沖田純子 Dog＆CommunicationClubPiccola 酒田市宮海字砂飛１５８－１２６ 兵藤千佳子 犬10、猫1～2、ウサギ１、鳥１～３ H26.2.19 庄保２５保第２号

156 佐藤裕美 DogSalon しろんぼ 東田川郡庄内町宮曽根字宮の前２２ 佐藤裕美 犬２～3頭 H26.2.28 庄保２５保第２号

158 白幡静 トリミングハウス　ぴぃちもん 鶴岡市日和田町１２－５２ 白幡静 犬３頭 H26.4.3 庄保２６保第１号

159
株式会社チャンピオン代表
取締役　髙橋芳秋

ぽちの家 酒田市四ッ興野４３０番地 佐々木佳那
犬、猫、ウサギ（トリミング３頭、ホテル
３頭）

H26.4.30 庄保２６保第２号

160 渡邊理絵子 ドッグサロン　マシュマロ 鶴岡市淀川町１２－９ 渡邊理絵子 犬、猫（６頭） H26.5.8 庄保２６保第３号

164
瀬戸商事株式会社  代表
取締役　羽田智宏

ペットウィズ酒田店 酒田市ゆたか二丁目9-7 竹内康恵 犬、猫（４頭） H26.5.20 庄保２６保第５号

167 小川順子 おがわペットクリニック 鶴岡市大宝寺字日本国３７８－４１ 谷村愛未 犬・猫（最大５頭） H27.5.13 庄保２７保第１号

168 佐藤美幸 ＯｎｅＷａｎＬｉｆｅ 東田川郡庄内町余目字大塚107-36 佐藤美幸 犬・猫・ウサギ・ハムスター H27.8.25 庄保２７保第２号

177
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酒田店 酒田市ゆたか二丁目9-7 寺島威人 犬,猫最大11匹 H29.2.9 庄保２８保第1号

182
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酒田店 酒田市泉町１－２ 林貴志 犬1２、猫３ H29.3.29 庄保２８保第３号
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（庄内保健所）
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

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（保管）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日

183 池田静香 ドッグトレーニング　いけだ 遊佐町上蕨岡字唐戸岩１６－１ 池田静香 犬１５頭 H29.5.9 庄保２９保第１号

186
株式会社ととや  代表取締
役　横山功

株式会社ととや　ペットショップTOTO
屋

山形県鶴岡市下山添字一里塚１４８
番地

横山功 犬猫１０頭 H29.5.23 庄保２９保第２号

201 佐々木奈々 Dog Salon BABY
東田川郡三川町大字猪子字大堰端
３７３－９

佐々木奈々 犬１頭 H31.3.15 庄保30保第１号

206
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イオンタウン
酒田店

酒田市泉町２１４イオンタウン酒田敷
地内

池田仁美 犬5頭、猫2頭 令和元年8月19日 庄保2019保第1号

211 伊藤律子 Ｋａｍｕｉ４８ 鶴岡市藤の花２丁目１１－１２ 伊藤育生 犬3頭（小型犬） 令和元年10月4日 庄保2019保第2号

213 氏川　萌 ｄｏｇｓａｌｏｎ　mekko 山形県酒田市東泉町２－２－２５ 氏川　萌 犬3頭 令和2年2月18日 庄保2019保第3号

214 木川裕太 しゃぼんだま 鶴岡市睦町１５－１７ 木川祐太 犬８頭、猫2頭 令和2年3月3日 庄保2019保第4号

218 遠田瑠美 鳥海ドッグランド　ドックスクール　ＢＲＵ 飽海郡遊佐町当山内林２４９－１ 遠田瑠美 犬10 令和3年10月4日 庄保2021保第１号

220 日下部恵美 わんこのお宿「poocheeland」 東田川郡庄内町槇島五里塚１０２ 日下部恵美 犬9頭 令和3年12月15日 庄保2021保第２号

222 野尻泰子 ペットサロン　ＣＨＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 鶴岡市新海町２４－４ 野尻泰子 犬3、猫1 令和4年2月18日 庄保２021保第3号

229 (株)ハイライト エムナイン 鶴岡市早田丙７６ 筒井深雪 犬１頭 令和4年9月6日 庄保２０２２保第１号
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（庄内保健所）
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

11 阿部良一
阿部警察犬訓練所・モガミリバー犬
舎

酒田市浜中字八間山４８７－１ 阿部良一 犬２０頭 H18.10.25 庄保２３訓第２号

63 鶴田崇 ＴＳＵＲＵ　ＧＯＮ　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ 酒田市南新町１－１－５１ 鶴田崇 犬5 H19.5.7 庄保１９訓第２号

90 原田孝一 警察犬はらだ訓練所 東田川郡庄内町榎木字川原畑６７８ 原田孝一 犬10頭 H19.5.28 庄保１９訓第５号

127 眞柄京子 ドッグパル　まがら 酒田市宮海字林内２３－３ 眞柄京子 犬１５頭 H22.9.16 庄保２２訓第１号

144 髙橋廣志 東北警察犬髙橋訓練所 鶴岡市長沼字大上９－８ 髙橋廣志 犬20頭 H24.5.28 庄保２４訓第１号

184 池田静香 ドッグトレーニング　いけだ 遊佐町上蕨岡字唐戸岩１６－１ 池田静香 犬１０～１５頭 H29.5.9 庄保２９訓第１号

187
株式会社ととや  代表取
締役　横山功

株式会社ととや　ペットショップ
TOTO屋

山形県鶴岡市下山添字一里塚１４８
番地

横山功 犬１０頭 H29.5.23 庄保２９訓第２号

215 山本恵 Doggy Kirsche 山形県鶴岡市城北町３３－１３ 山本恵 犬のみ１～３頭 令和2年3月30日 庄保2019訓第１号

219 遠田瑠美
鳥海ドッグランド　ドックスクール　ＢＲ
Ｕ

飽海郡遊佐町当山内林２４９－１ 遠田瑠美 犬10 令和3年10月4日 庄保2021訓第１号

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（訓練）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日
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（庄内保健所）
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

165 鶴岡市　市長　皆川治 鶴岡市立加茂水族館 鶴岡市今泉字大久保６５７番地１ 吉見則夫
カリフォルニアアシカ　７頭、ゴマフア
ザラシ９頭、ウミガメ　３匹

平成26年5月26日 庄保２６展第１号

199
株式会社毬裳　代表取
締役　富樫亜依

猫ゃんだらけ 鶴岡市茅原字西茅原１５－２ 富樫亜依 、 富樫昭夫 猫１５頭 平成31年1月25日 庄保30展第2号

200 佐藤節子 森林牧場 鶴岡市由良字川原田２・６・１５ 佐藤久一 馬１０頭、ヤギ３頭 平成31年2月15日 庄保30展第3号

205
株式会社Coo＆RIKU東
日本　代表取締役　大久
保浩之

ペットショップCoo＆RIKUイオンタウ
ン酒田店

酒田市泉町２１４イオンタウン酒田敷
地内

吉田舞 猫10頭（猫カフェ） 令和元年8月19日 庄保2019展第3号

登録番号

第一種動物取扱業者登録簿（展示）

台帳
番号

事業所
動物取扱責任者の氏名

主として取扱う
動物の種類及び数

登録年月日
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