
動物取扱業者　閲覧簿 丹南健康福祉センター  2023/5/19 現在

名称 所在地 電話番号
(携帯電話は非記載)

1 清水　孝悦 ムーンバレー犬舎 越前市新在家町６－７０ 0778-42-3364 販売 T07S010 平成19年3月28日 清水　孝悦 犬

2 清水　孝悦 ムーンバレー犬舎 越前市新在家町６－７０ 0778-42-3364 保管 T07K011 平成19年3月28日 清水　孝悦 犬

3 加知　裕司 加知養鯉場 鯖江市上鯖江町７０－１－３ 0778-52-2451 保管 T07K013 平成19年5月11日 加藤　恵 犬

4 小西　令子 ドッグエステーション１０１ 越前市平出２丁目５－１８ 0778-21-3153 保管 T07K015 平成19年5月16日 小西　令子 犬、ねこ

5 株式会社　山岸 代表取締役　山岸　信治 ヤマキシ朝日店 丹生郡越前町乙坂３９字１ 0778-34-8885 販売 T07S022 平成19年5月25日 法山　順一 ハムスター

6 有限会社　すみさき 代表取締役　墨崎　雄一郎 (有)すみさき 越前市千福町６３ 0778-24-1708 保管 T07K029 平成19年5月30日 墨崎　佳子 犬、ねこ

7 前原　百合恵 DOG'S SALON VOWWOW   武生店 越前市芝原５丁目４－１６　オノダニビル１Ｃ 販売 T10S048 平成22年7月20日 前原　百合恵 犬

8 前原　百合恵 DOG'S SALON VOWWOW   武生店 越前市芝原５丁目４－１６　オノダニビル１Ｃ 保管 T10K049 平成22年7月20日 前原　百合恵 犬

9 金沢　麻希 Ｃuore 鯖江市川去町３４－３－２０ 0778-62-0037 保管 T10K050 平成22年9月13日 金沢　麻希 犬

10 株式会社　ワンBOXコーポレーション 代表取締役　坂　澄子 愛犬･愛猫ワンBOX鯖江店 鯖江市有定町３丁目１－１パワーシティワイプラザ鯖江店内 0778-51-1121 販売 T10S053 平成22年12月10日 荒井　麻友 犬、ねこ

11 株式会社　ワンBOXコーポレーション 代表取締役　坂　澄子 愛犬･愛猫ワンBOX鯖江店 鯖江市有定町３丁目１－１パワーシティワイプラザ鯖江店内 0778-51-1121 保管 T10K054 平成22年12月10日 荒井　麻友 犬、ねこ

12 土田　繁 ＬｉｎｃｏＬｎ　ＦａｒＭ（リンカーンファーム） 鯖江市つつじケ丘町１５－１０ 0778-42-7850 販売 T11S55 平成23年8月5日 土田　千恵 犬

13 土田　繁 ＬｉｎｃｏＬｎ　ＦａｒＭ（リンカーンファーム） 鯖江市つつじケ丘町１５－１０ 0778-42-7850 保管 T11K56 平成23年8月5日 土田　千恵 犬

14 阿久根　智子 ドッグサロンＦ 越前市中新庄町４６－４－２ 保管 T12K057 平成24年4月17日 阿久根　智子 犬

15 堀端　美香 ペット美容室　ポチのいえ 福井県鯖江市川去町７－８－６ 0778-43-6008 保管 T15K001 平成27年4月27日 堀端　美香 犬、ねこ

16 久保　嘉音 Poji 越前市大虫町５－３－６ 0778-22-1070 保管 T15K004 平成28年3月29日 久保　嘉音 犬

17 林　京子 ドッグサロン　ビューティーわん公 越前市北町74-52-3 0778-22-5572 保管 T16K001 平成28年6月24日 林　京子 犬

18 川﨑　功 越前柴犬の里　南條愛犬荘 南条郡南越前町牧谷８０－１６ 0778-47-3523 販売 T16S002 平成28年7月8日 川﨑　功 犬

19 川島　美苗 犬の美容室ハッピー 鯖江市東鯖江２丁目７－１６ 0778-51-7013 保管 T17K002 平成29年4月7日 川島　美苗 犬

20 齋藤　真衣子 人と犬の暮らし　Coco one 越前市村国３丁目２７－２０ 0778-77-4077 保管 T17K003 平成29年4月21日 齋藤　真衣子 犬
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21 前澤　祥恵 trimming salon mint 越前市新保町２０－１３ 保管 T19K001 令和1年7月19日 前澤　祥恵 犬

22 山本　則之 南越前令和荘 南条郡南越前町東大道１２－１６－２０ 0778-47-3703 販売 T19S008 令和1年10月3日 山本　則之 犬

23 廣中　康紀 ペットショップふくみず 今立郡池田町寺島１５－２５ 販売 T19S009 令和1年12月23日 廣中　康紀 亀、トカゲ、ヘビ

24 大越　玲奈 White　Brick 鯖江市柳町３－４－３２ 保管 T19K002 令和2年1月9日 大越　玲奈 犬、ねこ

25 東本　ユカリ dog salon piko 越前市芝原４丁目８－１４ 0778-21-0431 保管 T20K001 令和2年3月24日 東本　ユカリ 犬

26 藤本　舞 DOG care SALON Merry 越前市姫川１丁目４－１６ 保管 T20K002 令和2年4月15日 藤本　舞 犬、ねこ

27 道場　那月 ドッグサロン　supirika 越前市広瀬町１４６－１８－７ 保管 T20K003 令和2年10月23日 道場　那月 犬

28 株式会社ケン＆１ 代表取締役　西廼　賢介 ペットアミ武生店 越前市稲寄町第２４号１２番地　コメリパワー武生店内 0778-24-0667 販売 T21S002 令和3年5月14日 伊藤　香璃 犬、ねこ

29 株式会社ケン＆１ 代表取締役　西廼　賢介 ペットアミ武生店 越前市稲寄町第２４号１２番地　コメリパワー武生店内 0778-24-0667 保管 T21K001 令和3年5月14日 伊藤　香璃 犬、ねこ

30 鎌谷　舞美 Petspace Glanz 越前市芝原５丁目１０番３号 0778-42-5083 保管 T22K001 令和4年10月28日 鎌谷　舞美 犬、ねこ


