
事業所

名称 所在地

平野　敬子 ブラックウッドジャパン 和歌山市和歌浦南2丁目1－2 平野　敬子 犬 1843 平成18年8月23日 販売

平野　敬子 ブラックウッドジャパン 和歌山市和歌浦南2丁目1－2 平野　敬子 犬　猫 1844 平成18年8月23日 保管

横手　きよ子 ペットサロン　よこCHAN 和歌山市梅原119-47 横手　きよ子 犬 4188 平成18年8月25日 販売

横手　きよ子 ペットサロン　よこCHAN 和歌山市梅原119-47 横手　智早子 犬 4189 平成18年8月25日 保管

黒木　梨加 ペットシッターくろき 和歌山市新魚町22-11 黒木　梨加
犬　猫　オウム　インコ

カメ
2150 平成18年10月1日 保管

金田　一行
和歌山警察犬訓練所　（ワカヤ

マドッグトレーニング）
和歌山市太田650-21 金田　智香 犬 2152 平成18年10月13日 訓練

株式会社ラテル　代表取締役

木村　直之
ペットアミ　和歌山インター店

和歌山市小豆島院田53－1コメ

リパワー和歌山インター店内
広瀬　奈己

犬　猫　ハムスター　ウサ

ギ　十姉妹　文鳥　カメ

トカゲ　ヘビ

2689 平成18年10月31日 保管

株式会社ラテル　代表取締役

木村　直之
ペットアミ　和歌山インター店

和歌山市小豆島院田53－1コメ

リパワー和歌山インター店内
広瀬　奈己

犬　猫　ハムスター　ウサ

ギ　十姉妹　文鳥　カメ

トカゲ　ヘビ

2690 平成18年10月31日 販売

安田　勝子
ペットショップ　リンリンハウ

ス
和歌山市松江721 安田　勝子 犬　猫 3379 平成18年12月4日 販売

安田　勝子
ペットショップ　リンリンハウ

ス
和歌山市松江721 安田　勝子 犬　猫 3380 平成18年12月4日 保管

安田　勝子 プチリンリン 和歌山市本脇29－1 𠮷田　友美 犬 3461 平成18年12月4日 保管

業種
氏名(法人にあっては、名称及

び代表者の氏名）
動物取扱責任者 主として取扱う動物の種類 登録番号 登録年月日



和田　成示 スプリングボード　ケンネル 和歌山市和田953 和田　成示 犬 3768 平成19年1月10日 販売

吉田　恵己 mon Chou 和歌山市園部464－9 吉田　恵己 犬 4279 平成19年2月19日 保管

有限会社ライディングクラブ　

グリーンオアシス

代表取締役　苅谷　幸生

ライディングクラブ　グリーン

オアシス
和歌山市平井507 野村　隼規 馬 4368 平成19年2月23日 展示

姚　美香 ロン動物病院　美容部 和歌山市小松原6-1-3 姚　美香 犬　猫 4350 平成19年2月26日 保管

小林　末治 ペットサロンシェリエン 和歌山市古屋57-15 小林　弘典 犬 4584 平成19年3月7日 販売

小林　末治 ペットサロンシェリエン 和歌山市古屋57-15 小林　弘典 犬 4585 平成19年3月7日 保管

株式会社ドッグマンコポレー

ション　代表取締役　坂口　

浩一郎

株式会社ドッグマンコーポレー

ション　ペットプラザ和歌山

和歌山市南片原2丁目1番地ホー

ムセンターコーナン２Ｆ
川合　努

犬　猫　ハムスター　モル

モット　フェレット　チン

チラ　インコ

5336 平成19年3月14日 販売

株式会社ドッグマンコポレー

ション　代表取締役　坂口　

浩一郎

株式会社ドッグマンコーポレー

ション　ペットプラザ和歌山

和歌山市南片原2丁目1番地ホー

ムセンターコーナン２Ｆ
川合　努 犬　猫 5337 平成19年3月14日 保管

村上　紀子 ペットライキング 和歌山市船所12-13 村上　紀子 犬 9 平成19年4月6日 販売

林　智子 クレヨン　パパ 和歌山市岩橋577 林　智子 犬 4914 平成19年4月9日 販売

唐尾　孝雄 ペットハウス　Wanco 和歌山市松江北1丁目1－26 唐尾　孝雄 犬　猫 168 平成19年4月16日 保管

唐尾　孝雄 ペットハウス　Wanco 和歌山市松江北1丁目1－26 唐尾　孝雄 犬　猫 169 平成19年4月16日 販売

株式会社ダイワペット滋賀　

代表取締役　九鬼　聡
ダイワペット滋賀　和歌山 和歌山市中島字堂免204-1 村上　章子 犬　猫　ハムスター　鳥 318 平成19年4月25日 保管



株式会社ダイワペット滋賀　

代表取締役　九鬼　聡
ダイワペット滋賀　和歌山 和歌山市中島字堂免204-1 村上　章子 犬　猫　小動物　鳥 319 平成19年4月25日 販売

有限会社　ペットショップひ

だか　代表取締役　日髙　正

明

ペットショップ　ひだか 和歌山市元寺町1丁目22番地 日高　正明
犬　猫　ハムスター　ウサ

ギ　十姉妹　リクガメ
344 平成19年5月15日 販売

有限会社　ペットショップひ

だか　代表取締役　日髙　正

明

ペットショップ　ひだか 和歌山市元寺町1丁目22番地 日高　正明
犬　猫　ハムスター　ウサ

ギ　フェレット　インコ
345 平成19年5月15日 保管

佐久川　望 わんわん美容室　シーズー 和歌山市狐島32-4 佐久川　望 犬　猫 383 平成19年5月18日 保管

杉田　美知男 シーダーファーム犬舎 和歌山市今福1丁目10-5 杉田　美知男 犬 464 平成19年5月21日 販売

岩脇　哲夫 クレール 和歌山市鳴神1037-12 岩脇　哲夫 犬 705 平成19年5月28日 保管

久保　早希代 ペットサロン　ナンバーワン 和歌山市北新5丁目16 久保　早希代 犬 796 平成19年5月31日 販売

久保　早希代 ペットサロン　ナンバーワン 和歌山市北新5丁目16 久保　早希代 犬　猫 797 平成19年5月31日 保管

笠井　淑子 ワンチャンの美容室　アンジュ 和歌山市三葛566-32 笠井　淑子 犬 712 平成19年5月31日 保管

土屋　壮 ツチヤドッグスクール 和歌山市川辺64-1 土屋　壮 犬 793 平成19年5月31日 訓練

高垣　みき子 ワンちゃん美容室　みき 和歌山市田尻172-8 高垣　みき子 犬　猫 881 平成19年6月8日 保管

植田　睦 Dog　Salon　CAN-CAN 和歌山市吹屋町2丁目22-18 植田　睦 犬 871 平成19年6月8日 保管

平　夫佐代 ドッグサロン　アコレ 和歌山市岩橋1577-3 平　夫佐代 犬　ハムスター 877 平成19年6月11日 保管



藤本　美加 犬のとこやさん　Ｐ－助 和歌山市三沢町2-22 藤本　美加 犬　猫 876 平成19年6月13日 保管

楠根　喜久美 petit tail（プチテイル） 和歌山市三葛274-3 楠根　喜久美 犬 1286 平成19年7月9日 販売

中谷　司 キノクニエン 和歌山市榎原272-16 中谷　司 犬 1227 平成19年7月11日 保管

岩橋　範子
ロックリッジ　エアデールテリ

アーズ
和歌山市本脇471-1 岩橋　範子 犬 1742 平成19年8月9日 販売

石田　千晴 石田イヌネコ病院 和歌山市嘉家作丁33 石田　千晴 犬 2104 平成19年9月12日 訓練

黒木　梨加 ドッグインストラクターくろき 和歌山市新魚町22-11 黒木　梨加 犬 4503 平成20年3月6日 訓練

長門　美希 愛犬訓練所☆楓 和歌山市栄谷503-6 長門　美希 犬 218 平成20年4月15日 訓練

坂口　和子 グルーミングハウス　ブルーム 和歌山市太田43 坂口　和子 犬　猫 322 平成20年4月22日 販売

坂口　和子 グルーミングハウス　ブルーム 和歌山市太田43 坂口　和子 犬 321 平成20年4月22日 保管

西川　千晶 ANIMAL RIE Le・chien 和歌山市小倉387-13 西川　千晶 犬　猫 1124 平成20年6月19日 保管

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　和歌山中之島店 和歌山市納定104番地 窪田　優貴

犬　猫　チンチラ　モル

モット　フェレット　鳥類　

爬虫類

2433 平成20年9月11日 販売

楠根　喜久美 petit tail（プチテイル） 和歌山市三葛274-3 楠根　喜久美 犬 2600 平成20年9月24日 保管

宮村　美年 ドッグサロン　m.j 和歌山市新堀東1丁目8-29 宮村　美年 犬　猫 4036 平成20年12月18日 保管



株式会社ドッグマンコポレー

ション　代表取締役　坂口　

浩一郎

ペットプラザ　ドッグマン
和歌山市納定104番地ＨＣコー

ナン１Ｆﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ内
松浦　孝昌 犬　猫 611 平成21年5月25日 保管

株式会社ドッグマンコポレー

ション　代表取締役　坂口　

浩一郎

ペットプラザ　ドッグマン
和歌山市納定104番地ＨＣコー

ナン１Ｆﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ内
松浦　孝昌 犬　猫 612 平成21年5月25日 販売

髙田　文子 犬の美容室　ナッツ 和歌山市黒田３１１－８ 髙田　文子 犬 2824 平成21年9月15日 保管

三長　小百合 ペキニーズ専門犬舎　りりくま
和歌山市黒田221レジデンス黒

田606
三長　小百合 犬 3111 平成21年10月8日 販売

𠮷川　愛 ドッグサロンPeace
和歌山市塩屋６丁目３－１３

ニュー塩屋ハイツ１Ｆ
𠮷川　愛 犬 3956 平成21年12月8日 保管

藤原　祐歌 Dog Salon WAG 和歌山市府中２５－１ 藤原　祐歌 犬 4153 平成21年12月28日 保管

田村　隆明 田村動物病院 和歌山市布施屋1032 小林　京子 犬　猫 5137 平成22年3月5日 保管

有限会社ＦＡＩＴＨ

取締役　 正木　淳司
DOG’nROLL 和歌山市東鍛冶屋町１８ 正木　美穂 犬 239 平成22年4月30日 保管

新谷　昌美 JEWEL 和歌山市毛見５４ 新谷　昌美 犬　猫 1308 平成22年7月6日 保管

金子　洋美 Dog　Salon　Lien 和歌山市中之島１３２６－１D 金子　洋美 犬 111544 平成23年8月10日 保管

上甲　ゆかり えにしドッグスクール 和歌山市堀止西2丁目7-4 上甲　ゆかり 犬 112316 平成23年9月28日 訓練

岩﨑　悦子 ペットサロン　Furi　Furi 和歌山市中島６１０－６－２ 岩﨑　悦子 犬　猫 113028 平成23年11月22日 販売

岩﨑　悦子 ペットサロン　Furi　Furi 和歌山市中島６１０－６－２ 岩﨑　悦子 犬　猫 113029 平成23年11月22日 保管



西原　庸晃 ドックハウス　ウエスト 和歌山市鷹匠町2丁目33番 御前　幸子 犬　猫 113630 平成23年12月28日 販売

的場　由香 clever dogs 和歌山市新在家７３－２２ 的場　由香 犬 113623 平成23年12月28日 保管

明楽　晴美 chou chou. 和歌山市秋葉町2－15 明楽　晴美 犬 114318 平成24年2月16日 保管

中村　安希 Candy　coco 和歌山市手平６－４－２０ 中村　安希 犬　猫 120403 平成24年5月7日 保管

下村　久代 ペットサロン　ダックスママ 和歌山市畑屋敷雁木丁３２ 下村　久代 犬 120994 平成24年6月15日 保管

青原　恭弘 紀ノ川警察犬訓練所 和歌山市岩橋８７－２ 青原　恭弘 犬 120960 平成24年6月19日 訓練

青原　恭弘 紀ノ川警察犬訓練所 和歌山市岩橋８７－２ 青原　恭弘 犬 120961 平成24年6月19日 販売

小松　満実耶 PRECEDENCE 和歌山市吉田733 小松　満実耶 犬 121528 平成24年7月10日 販売

中島産業株式会社　代表取締

役　中島　章壽
猫カフェ　キャッチー

和歌山市延時１４７－１３グラ

ンドビル3F
中島　健雄 猫 123057 平成24年12月4日 展示

林　剛司 和歌山獣医綜合病院 和歌山市広瀬通丁２－６ 森本　伊津香
犬　猫　ウサギ　ハムス

ター　フェレット　インコ
122767 平成24年12月20日 保管

川瀬　歩美 Dog　Salon　Maffy’s　Room 和歌山市福島477-5 川瀬　歩美 犬 123447 平成25年1月15日 保管

山本　宗雄
ペット美容＆ペットホテル　

チャシロー

和歌山市黒田2-3-9ひらたパー

クハイツ101号
山本　文代 犬　猫 123856 平成25年3月5日 保管

徳丸　希和 WITH　DOG 和歌山市朝日326-7 徳丸　希和 犬 124104 平成25年3月14日 訓練



井川　知美 Pet　Salon　Pomme 和歌山市田中町5-5-16 井川　知美 犬 130110 平成25年4月11日 保管

園田　哲也 ワンタジスタ 和歌山市加太1012-3 園田　真子 犬 131696 平成25年9月3日 販売

園田　哲也 ワンタジスタ 和歌山市加太1012-3 園田　真子 犬 131695 平成25年9月3日 訓練

松下　美花 ペットサロン　オズ 和歌山市栄谷1100-146 松下　美花 犬　猫 132261 平成25年10月4日 保管

株式会社　ひごペットフレン

ドリー　代表取締役　滝　信

良

株式会社ひごペットフレンド

リーパームシティ和歌山店

和歌山市中野31-1　パームシ

ティ和歌山1階
山名　朋子

犬　猫　ウサギ　フェレッ

ト　モルモット　ハムス

ター　シマリス　フクロモ

132586 平成25年11月19日 販売

株式会社　ひごペットフレン

ドリー　代表取締役　滝　信

良

株式会社ひごペットフレンド

リーパームシティ和歌山店

和歌山市中野31-1　パームシ

ティ和歌山1階
山名　朋子

犬　猫　ウサギ　フェレッ

ト　モルモット　ハムス

ター　シマリス　フクロモ

132587 平成25年11月19日 保管

住山　倫奈 Dog Trimming&Hotel Petit 和歌山市中之島1199 住山　倫奈 犬 132331 平成25年11月19日 販売

住山　倫奈 Dog Trimming&Hotel Petit 和歌山市中之島1199 住山　倫奈 犬 132330 平成25年11月19日 保管

株式会社　AHB　代表取締役　

川口　雅章
ペットプラス和歌山店 和歌山市中字楠谷573番地 川内　祐樹 犬　猫 134068 平成26年2月27日 販売

株式会社　AHB　代表取締役　

川口　雅章
ペットプラス和歌山店 和歌山市中字楠谷573番地 川内　祐樹 犬　猫 134069 平成26年2月27日 貸出

イオンペット株式会社　代表

取締役　大島　学
ペテモ和歌山店 和歌山市中字楠谷573番地 宮田　直美 犬　猫 133853 平成26年2月27日 保管

藤本　カンナ
G・R・O・W -DOG SALON 

33-
和歌山市大垣内791-1 藤本　カンナ 犬 133913 平成26年3月6日 保管

野嶋　いつか WAN　Face 和歌山市東長町2丁目501-A-B 野嶋　いつか 犬 140241 平成26年4月16日 保管



特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

老犬ホーム　シェアハウス 和歌山市匠町25 瀬元　彩花 犬　猫 140603 平成26年5月16日 保管

特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

老犬ホーム　シェアハウス 和歌山市匠町25 瀬元　彩花 犬 140604 平成26年5月16日
譲受

飼養

甲斐　佳織 ブリーダーハウス　CHACO 和歌山市宇須4丁目3-9 甲斐　佳織 犬 143627 平成26年12月5日 販売

堀江　俊彰 ほりえ動物病院 和歌山市新在家139-3 堀江　俊彰 犬　猫 144051 平成27年1月20日 保管

日下　京美 ドッグ　プレイス 和歌山市加太1066 日下　京美 犬 144320 平成27年2月3日 保管

赤井　貴美子 ねこのあしあと 和歌山市湊通丁北2丁目11 赤井　貴美子 猫 144977 平成27年3月23日 展示

株式会社　AHB　代表取締役　

川口　雅章
ペットプラス和歌山店

和歌山市中字楠谷573番地イオ

ンモールSCイオンペット内
川内　祐樹 犬　猫 144982 平成27年3月25日 保管

濵口　真利子 猫・夢空間　気ままなみーこ 和歌山市湊1丁目４－２６ 濵口　真利子 猫　ウサギ 144986 平成27年4月10日 保管

濵口　真利子 猫・夢空間　気ままなみーこ 和歌山市湊1丁目４－２６ 濵口　真利子 猫　ウサギ 144987 平成27年4月10日 展示

有限会社　ピヨピヨカンパ

ニー　代表取締役　森下　和

代

有限会社　ピヨピヨカンパニー 和歌山市西河岸町41-14 森下　和代 チャボ　キジ　日本鶏 145131 平成27年4月17日 販売

神領　美紀 しっぽのわ 和歌山市川辺157-12 神領　美紀 犬 150773 平成27年5月26日 訓練

明楽　晴美 chou chou. 和歌山市秋葉町2－15 明楽　晴美 犬 150791 平成27年5月29日 販売

山中　麻実
ドッグサロン　MOCA　

BROWNIE
和歌山市粟270-1 山中　麻実 犬 151303 平成27年6月30日 保管



弓庭　亜季 KUREPASU　DOG　SCHOOL 和歌山市西庄394-49 弓庭　亜季 犬 152795 平成27年10月2日 訓練

濵口　真利子 猫・夢空間　気ままなみーこ 和歌山市湊1丁目４－２６ 濵口　真利子 猫 153010 平成27年10月26日 販売

池田　匡恵 Set-up 和歌山市向176-1 池田　匡恵 犬 153091 平成27年11月11日 保管

畠中　稔弥 ドッグスパ　meme 和歌山市平井388-3 畠中　稔弥 犬 153308 平成27年11月12日 保管

関　弘子 ペットサロン　Cute 和歌山市市小路93-3 関　弘子 犬　猫 153366 平成27年11月26日 保管

今井　昭文 ペットシッター　FamilyKong 和歌山市中587-63 今井　昭文
犬　猫　フクロウ　オウム　

カメ　ヘビ
160339 平成28年4月26日 保管

松本　晴華 DOG SALON POCHI 和歌山市西庄623 松本　晴華 犬 160714 平成28年6月1日 保管

有限会社　アネスティ　取締

役　瀧本　一代
NOBLE APPEARANCE JP 和歌山市内原467-1 瀧本　一代 犬 163458 平成28年11月28日 販売

有限会社　アネスティ　取締

役　瀧本　一代
NOBLE APPEARANCE JP 和歌山市内原467-1 瀧本　一代 犬 163742 平成28年12月12日 展示

東　恭世 エスクリム　アズマ 和歌山市つつじが丘2丁目4-1 東　恭世 犬 164047 平成29年1月6日 販売

南　歩果 保護猫かふぇ　寺眠子屋
和歌山市善明寺410 松下テナン

ト1号室
南　歩果 猫 165338 平成29年4月13日 展示

峰　佳奈世 DOG　PAL 和歌山市吹上1-5-10 峰　佳奈世 犬 170241 平成29年4月18日 訓練

土田　真由美 dog salon Manon
和歌山市津秦167-7プチマン

ション津秦1B

土田　真由美、

西中　美紀
犬 165345 平成29年4月20日 保管



吉田　由香 らみあのお家 和歌山市善明寺339-3 吉田　由香 犬 171286 平成29年7月3日 販売

吉田　由香 らみあのお家 和歌山市善明寺339-3 吉田　由香 犬 171458 平成29年7月3日 保管

株式会社　阪本電設　代表取

締役　阪本　優
Dogさろん　リリー 和歌山市鳴神104-1 福田　佳志子 犬 171843 平成29年8月1日 保管

花野　博幸 ペットショップHAC和歌山 和歌山市楠見中20-1-102 花野　博幸 犬 171794 平成29年8月7日 保管

花野　博幸 ペットショップHAC和歌山 和歌山市楠見中20-1-102 花野　博幸 犬 171795 平成29年8月7日 訓練

株式会社　グローセブン　代

表取締役　石谷　優季
ペットサロン　naity. 和歌山市卜半町36番地 石谷　優季 犬 172079 平成29年8月18日 保管

浜田　ちさ 犬のさんぱつ屋さん　HEIDI 和歌山市雑賀崎1344 浜田　ちさ 犬 172353 平成29年9月11日 保管

林　真理子 Love　Dog 和歌山市榎原106-7 林　真理子 犬 174570 平成30年2月5日 保管

山本　麻起子 ペット　デコ 和歌山市雑賀屋町東ノ丁65 山本　麻紀子 犬 174684 平成30年2月8日 保管

小山　美実 猫ちゃんの家 和歌山市関戸2丁目12-21 小山　美実 猫 174987 平成30年3月9日 展示

松尾　勝弘 爬虫類処　DIVA 和歌山市杭ノ瀬476-6 松尾　勝弘

コーンスネーク　レオパー

ドゲッコー　フトアゴヒゲ

トカゲ

180423 平成30年5月8日 販売

丸山　優子 シニアペットハウス KUKUI 和歌山市北出島115-51 丸山　優子 犬　猫　ウサギ 175591 平成30年5月8日 保管

三谷　博一
ペットホテル＆サロンわんわん

ルーム
和歌山市新庄５６１－１ 三谷　博一 犬 180496 平成30年5月15日 訓練



三谷　博一
ペットホテル＆サロンわんわん

ルーム
和歌山市新庄５６１－１ 三谷　博一 犬 180497 平成30年5月15日 保管

三谷　博一
ペットホテル＆サロンわんわん

ルーム
和歌山市新庄５６１－１ 三谷　博一 犬 180498 平成30年5月15日 販売

奥出　政由 奥出　政由 和歌山市寺内593-3 奥出　政由 インコ　オウム 181054 平成30年6月8日 販売

中島　三恵 紀州乃恵犬舎 和歌山市土佐町2丁目52-2 中島　三恵 犬 181084 平成30年6月11日 販売

和歌山電鐵株式会社　取締役

社長　小嶋　光信
和歌山電鐵株式会社 和歌山市伊太祁曽73番地 竹添　善文 猫 181775 平成30年7月30日 展示

小堀　浩子 新秋葉山荘 和歌山市塩屋3丁目3-15 小堀　浩子 犬 182100 平成30年8月16日 販売

明楽　拓真 mao.mao. 和歌山市秋葉町2－15 明楽　拓真 犬 182102 平成30年8月20日 販売

株式会社NAGATSUKASA　代

表取締役　田中　正太
ジャングルハンター 和歌山市雑賀町116番地 田中　幸男

ハツカネズミ　カメ　トカ

ゲ　ヘビ　ヤモリ
182218 平成30年8月22日 販売

喜山　香織 ペットショップ　マロン 和歌山市田尻245-11 喜山　香織 犬 183021 平成30年11月1日 販売

株式会社大星コンクリート工

業所　代表取締役　土屋　泰

久

Pet Salon Mint 和歌山市大谷5番地 土屋　江里 犬 182938 平成30年11月2日 保管

諏訪田　雄一郎 ペットハウス　クラン 和歌山市網屋町92番地 諏訪田　雄一郎 犬 183493 平成30年11月12日 販売

小早川　恵美 ペットシッター　さくら 和歌山市吐前629-5 小早川　恵美
犬　猫　モルモット　ハム

スター
183655 平成30年11月16日 保管

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和歌山

太田店
和歌山市太田4丁目5-11 笹川　寿信

ハムスター　ウサギ　ハリ

ネズミ　インコ　カメ　ト

カゲ

183610 平成30年12月3日 販売



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和歌山

太田店
和歌山市太田4丁目5-11 笹川　寿信 犬　猫 183611 平成30年12月3日 保管

株式会社　The Maros

代表取締役　フクラオラワン

株式会社 The Maros　ペット

ワールド和歌山店
和歌山市太田4丁目5-11 南　琴美 犬　猫 183799 平成30年12月3日 販売

中浴　昌美 ペットショップ　リトルチョコ 和歌山市内原1061 中浴　昌美 犬 184488 平成31年1月8日 販売

中浴　昌美 ペットショップ　リトルチョコ 和歌山市内原1061 中浴　昌美 犬 184489 平成31年1月8日 保管

宮本　敏弘 Cattery ENISHION 和歌山市津秦225-21 宮本　敏弘 猫 184392 平成31年1月31日 販売

株式会社H.R.T

代表取締役　間　勝利
猫カフェ　にゃん太郎 和歌山市中ノ店南ノ丁31番地1 間　信博 猫 185215 平成31年2月19日 展示

楠根　実夢 ハルハル 和歌山市湊4丁目12-9 楠根　実夢 ハリネズミ 185167 平成31年2月20日 販売

特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

老犬ホーム　シェアハウス 和歌山市匠町25 瀬元　彩花 犬 184874 平成31年2月27日 販売

特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

老犬ホーム　シェアハウス 和歌山市匠町25 瀬元　彩花 犬 184875 平成31年2月27日 貸出

特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

老犬ホーム　シェアハウス 和歌山市匠町25 瀬元　彩花 犬 184876 平成31年2月27日 訓練

吉田　藍 猫の道草 和歌山市榎原140-33 吉田　藍 猫 185157 平成31年3月14日 展示

岩本　真幸 紀ノ幸犬舎 和歌山市黒田2-10 岩本　真幸 犬 190132 平成31年4月24日 販売

菟田　澄江 Dog Salon Chiao 和歌山市つつじが丘6丁目5-15 菟田　澄江 犬 190319 平成31年4月25日 保管



株式会社アルタイル　代表取

締役　岩本　隆博
doglife Paw 和歌山市湊1373-1 津田　静香 犬 190419 令和1年5月8日 訓練

株式会社アルタイル　代表取

締役　岩本　隆博
doglife Paw 和歌山市湊1373-1 津田　静香 犬 190420 令和1年5月8日 保管

玉置　久子 ホームアローン 和歌山市松江中3-8-25 玉置　久子 猫 191255 令和1年6月18日 保管

水野　朱未 わんこ美容室　もも 和歌山市美園町2-97 水野　朱未 犬 191310 令和1年6月28日 保管

山本　津夏沙 dog salon Parfait 和歌山市西庄177-13 山本　津夏沙 犬 191411 令和1年7月4日 保管

栗山　哲也 ペットシッターbestわん
和歌山市小雑賀696-5ｻﾝﾛｲﾔﾙ小

雑賀203号
栗山　哲也 犬 191449 令和1年7月4日 保管

栗山　哲也 ドッグトレーナーbestわん
和歌山市小雑賀696-5ｻﾝﾛｲﾔﾙ小

雑賀203号
栗山　哲也 犬 191449 令和1年7月4日 訓練

永森　真紀 Peoney Meow 和歌山市西庄995-11 永森　真紀 猫 191468 令和1年7月4日 販売

加藤　万季 トリミングサロン an・an 和歌山市宇田森70-3 加藤　万季 犬 191160 令和1年7月30日 保管

森下　沙季 Pet Salon Palteal 和歌山市梶取187-8 森下　沙季 犬 191920 令和1年8月7日 保管

羽野　正晃 Chepi-wan 和歌山市梅原472-1 羽野　美由紀 犬 190117 令和1年11月25日 販売

森　渉 PET SALON HONU 和歌山市西浜1221-7 森　渉 犬 192597 令和1年11月26日 保管

特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

保護猫カフェ　ハッピーキャッ

ト
和歌山市匠町25ポポロビル2F 森田　夏海 猫 190153 令和1年12月20日 展示



特定非営利活動法人　ワンダ

ブル二度目の命　理事　成戸　

祐三

保護猫カフェ　ハッピーキャッ

ト
和歌山市匠町25ポポロビル2F 森田　夏海 猫 190154 令和1年12月20日 保管

澄田　公子 Lauléa　ペットサロン 和歌山市和佐中480-2 澄田　公子 190279 令和2年1月23日 保管

原　与里子 ドッグサロン　のん 和歌山市木ノ本395-21 原　与里子 犬 190321 令和2年1月23日 保管

佐武　保子 Dogスター　犬の託児所 和歌山市加納335-38 佐武　保子 犬(5) 190407 令和2年2月18日 保管

有限会社ゆい　代表取締役　

小西　学
ゆい動物病院 和歌山市梶取252-1 福本　栞

犬　猫　ウサギ　フェレッ

ト　ハリネズミ
190395 令和2年2月10日 保管

有限会社ゆい　代表取締役　

小西　学
ゆい動物病院 和歌山市梶取252-1 福本　栞 犬 190397 令和2年2月10日 訓練

住山　倫奈 Dog Trimming&Hotel Petit 和歌山市中之島1199 住山　倫奈 犬 190576 令和2年3月25日 訓練

川口　和樹 Claw
和歌山市中島526番地第二松浦

マンション裏
川口　真里奈 猫 200085 令和2年4月30日 販売

田中　弘子 Naughty fairy 和歌山市榎原34-4 田中　弘子 犬 200296 令和2年5月26日 販売

山下　和也
エキゾチックアニマル専門店

Gilly　House
和歌山市府中201-4 山下　和也

ネズミ　ハムスター　ハリ

ネズミ　トカゲ類　ヘビ類　

カメ

200268 令和2年5月27日 販売

小倉　和恵 フットルース 和歌山市加太2201-432 小倉　和恵 猫 200312 令和2年5月29日 販売

榮　孝法 ABコミュニケーションズ 和歌山市満屋209-10 榮　孝法
コモンマーモセット　ヘビ

類　トカゲ類
200269 令和2年5月29日 販売

中山　真佐子 ペットサロン　８
和歌山市北汀丁13

ﾐｷﾞﾜﾃﾗｽA棟1F
中山　真佐子 犬　猫 200909 令和2年9月18日 保管



株式会社ワールドインテック

伊井田　栄吉
和歌山城公園動物園 和歌山市一番丁3番地 湯浅　真波

クマ　犬　ウサギ　げっ歯

類　鳥類
201062 令和2年10月13日 展示

大國　美沙 Dog salon chill 和歌山市木ノ本1675-11 大國　美沙 犬 201096 令和2年10月12日 保管

玉置　有美 Sol dog design 和歌山市西庄185番13 玉置　有美 犬 201331 令和2年12月21日 保管

前田　浩伸 爬虫類研究所 和歌山市弘西366-3 前田　浩伸 鳥類　爬虫類 201574 令和3年1月8日 販売

巨海　由鹿 ドッグサロン　こたろー 和歌山市榎原150-86 巨海　由鹿 犬 201585 令和3年1月12日 保管

黒川　裕生 クロス動物病院 和歌山市大谷376-1 黒川　裕生 犬　猫 210135 令和3年4月28日 保管

山本　孔明
犬のブリーダー

Wichtig（ウィッチティグ）
和歌山市園部849-12 山本　孔明 犬 210062 令和3年4月20日 販売

山本　孔明
犬のブリーダー

Wichtig（ウィッチティグ）
和歌山市園部849-12 山本　孔明 犬 210063 令和3年4月20日 貸出

水迫　愛花 わんDOG
和歌山市園部1124-3

園三店舗1-5
水迫　愛花 犬 210252 令和3年5月17日 保管

寺本　玲奈 ハイカラドッグ 和歌山市毛見450-17 寺本　玲奈 犬 210446 令和3年6月9日 保管

岡本　真帆 DOG SALON puruté 和歌山市北島55-2 岡本　真帆 犬 210293 令和3年6月11日 保管

RIO株式会社

代表取締役　森山　麗
RIO和歌山イオンモール店 和歌山市中字楠谷537番地 大野　葵凪 犬 210565 令和3年7月9日 展示

石田　譲 石田イヌネコ病院 和歌山市嘉家作丁33 石田　千晴 犬　猫 210629 令和3年7月9日 保管



株式会社ブルーワールドイン

ターナショナル

代表取締役　森田　哲平

ワクワクいきものワールド 和歌山市毛見1527 日浅　彩夏
げっ歯類　ウサギ　アヒル　

爬虫類
210617 令和3年7月13日 販売

株式会社ブルーワールドイン

ターナショナル

代表取締役　森田　哲平

ワクワクいきものワールド 和歌山市毛見1527 日浅　彩夏
げっ歯類　ウサギ　アヒル　

フクロウ　爬虫類
210618 令和3年7月13日 展示

株式会社　和翔

代表取締役　糠　真子
株式会社　和翔 和歌山市加太746-85 糠　実智子 犬 210777 令和3年8月13日 販売

坪　恵 さくら 和歌山市中島16-3 坪　恵 犬 210887 令和3年8月23日 保管

保田　智津 Dog Map 和歌山市島崎町5-1-19 保田　智津 犬 210888 令和3年9月10日 保管

羽野　正晃 Chepi-wan 狐島店 和歌山市狐島510 羽野　正晃 犬 211130 令和3年10月8日 販売

石部　信行 N2 Reptiles.Zoo 和歌山市和佐中103-8 石部　信行
ハツカネズミ　フクロモモ

ンガ　爬虫類
211311 令和3年11月12日 販売

板坂　有花 ペットサロン　Noncha 和歌山市和歌浦西2丁目3-16 板坂　有花 犬 211743 令和4年2月2日 保管

髙倉　彰紘 LE LIEN LINKS
和歌山市狐島243-9　ヴィラ河

西1階102号
髙倉　彰紘 小動物　鳥類　爬虫類 211792 令和4年2月15日 販売

髙倉　彰紘 LE LIEN LINKS
和歌山市狐島243-9　ヴィラ河

西1階102号
髙倉　彰紘 小動物　鳥類　爬虫類 211793 令和4年2月15日 保管

髙倉　彰紘 LE LIEN LINKS
和歌山市狐島243-9　ヴィラ河

西1階102号
髙倉　彰紘 小動物　鳥類　爬虫類 211794 令和4年2月15日 展示

髙橋　利沙 pinon salon 和歌山市塩屋4丁目5-14 丸野　静香 犬 211944 令和4年3月10日 保管



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

和歌山店
和歌山市三葛270-3 西垣　由佑子 犬　猫 220164 令和4年5月10日 販売

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

和歌山店
和歌山市三葛270-3 西垣　由佑子 犬　猫 220165 令和4年5月10日 保管

船越　裕士 Snow Drop 和歌山市有本519-17 船越　裕士 犬 220217 令和4年5月25日 販売

垣内　眞弓 ペットサロン　シルク 和歌山市船所26-6 垣内　眞弓 犬 220314 令和4年5月25日 保管


