
第一種動物取扱業者一覧

名称 所在地
三浦　厚子 ペットスタジオ　メイプル 山梨県甲府市幸町24-1 甲第1049号 H18.12.6 R8.12.5 犬（２５）（子犬（１０）を含む） 保管
三浦　厚子 ペットスタジオ　メイプル 山梨県甲府市幸町24-1 甲第1048号 H18.12.6 R8.12.5 犬（２５）（子犬（１０）を含む） 販売
山本　公子 エンジェルズハート 山梨県甲府市荒川2-8-8 甲第1057号 H19.4.20 R9.4.19 犬、猫（25） 保管

有限会社フィッシュランドイシハラ
代表取締役　石原　弘基

有限会社
フィッシュランドイシハラ

山梨県甲府市相生3-5-40 甲第1059号 H19.5.18 R9.5.17

犬、猫（９0）コモンリスザル（2）ウサギ（15）ヨツユビ
ハリネズミ（10）モルモット（10）デグー（10）シマリス
（20）チンチラ（8）フェレット（8）ハムスター（150）、オ
グロプレーリードック（2）、マウス（１０）、ミーヤ
キャット（２）、フクロモモンガ（5）、アフリカヤマネ
（2）
インコ（60）フィンチ（70）ヨウム（４）フクロウ（3）
トカゲ（トカゲ、ヤモリ、カメレオン）（150）ヘビ（50）カ

販売

有限会社フィッシュランドイシハラ
代表取締役　石原　弘基

有限会社
フィッシュランドイシハラ

山梨県甲府市相生3-5-40 甲第1060号 H19.5.18 R9.5.17

犬(20)、猫(5)、コモンリスザル(1)、ウサギ（７）、ヨツ
ユビハリネズミ（３）、モルモット（４）、デグー（２）、シ
マリス（３）、フェレット（３）、ハムスター（７）、チンチ
ラ（１）、オグロプレーリードック（１）
インコ(1０)、フィンチ(５)、
ヨウム（2)フクロウ(1)
ヘビ(5)、トカゲ(5)、カメ（陸生、水生）(10)

保管

松野　美和子 ペット美容室　シー・ズー 山梨県甲府市下曽根町1404 甲第1058号 H19.5.18 R9.5.17 犬（３）、猫（１） 保管

深澤　敬子
犬の美容室　グルーミングハ
ウス　ジュリアン

山梨県甲府市国母4-14-21 甲第1061号 H19.6.19 R9.6.18 犬（15）、猫（3）（最大15） 保管

国家公務員共済組合連合会
理事長　松元　崇

国家公務員共済組合
連合会　甲府保養所

山梨県甲府市塩部3-6-10 甲第1066号 H19.6.21 R9.6.20 犬（8） 保管

臼井　俊行 中央獣医科 山梨県甲府市上阿原町392-1 甲第1064号 H19.6.19 R9.6.18 犬（8）、猫（１5） 保管
數野　達也 ペットサロン  リンス 山梨県甲府市古府中町3131 甲第1065号 H19.6.19 R9.6.18 犬（7）、猫（2） 保管
樋口　節子 ケネルアイ 山梨県甲府市川田町720-2 甲第1067号 H19.6.21 R9.6.20 犬（3） 販売

甲府市
甲府市長　 樋口　雄一

甲府市遊亀公園附属動物園 山梨県甲府市太田町10番1号 甲第1068号 H19.7.11 R11.7.10

ｱｼﾞｱｿﾞｳ(2)､ｺﾓﾝﾘｽｻﾞﾙ(10)､ｼﾞｪﾌﾛｲｸﾓｻﾞﾙ(3)､ｼﾛﾃﾃ
ﾅｶﾞｻﾞﾙ(3)､ｴﾘﾏｷｷﾂﾈｻﾞﾙ(8)､ﾜｵｷﾂﾈｻﾞﾙ(8)､ｸﾛｷﾂ
ﾈｻﾞﾙ(8)､ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ(4)､ﾚｯｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ(6)､ﾜﾀﾎﾞｳｼﾊﾟﾝ
ｼｪ(16)､ﾋﾟｸﾞﾐｰﾏｰﾓｾｯﾄ(16)､ｸﾛﾐﾐﾏｰﾓｾｯﾄ(16)､ｺﾓﾝ
ﾏｰﾓｾｯﾄ(16)､ﾃﾝｼﾞｸﾈｽﾞﾐ(200)､ｶｲｳｻｷﾞ(50)､ｼﾊﾞﾔｷﾞ
(15)､ﾛﾊﾞ(1)､ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼ(2)､ｶﾅﾀﾞﾔﾏｱﾗｼ(5)､ﾍﾞﾈｯﾄｱ
ｶｸﾋﾞﾜﾗﾋﾞｰ(12)､ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾆｰ(３)､ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ(1)､ｱ
ﾌﾘｶﾀﾃｶﾞﾐﾔﾏｱﾗｼ(8)､ｱﾒﾘｶﾋﾞｰﾊﾞｰ(8)､ﾏﾚｰｸﾞﾏ(5)､ﾍﾞ
ﾝｶﾞﾙﾄﾗ(2)､ﾗｲｵﾝ(2)､ｱﾒﾘｶﾊﾞｸ(4)､ﾐﾆﾌﾞﾀ(5)､ﾌｸﾛﾓﾓﾝ
ｶﾞ(10)、ﾖﾂﾕﾋﾞﾊﾘﾈｽﾞﾐ(９)、ﾕｷﾋｮｳ（４）
ｱｶｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(2)､ﾙﾘｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ(2)、ﾁﾘﾌﾗﾐﾝｺﾞ(30)､ｱ
ﾝﾃﾞｽｺﾝﾄﾞﾙ(2)､ﾏｾﾞﾗﾝﾍﾟﾝｷﾞﾝ(10)､ｺﾌﾞﾊｸﾁｮｳ(8)､ﾜﾗｲ
ｶﾜｾﾐ(2)、ﾆﾜﾄﾘ(2)、ｷﾊﾞﾀﾝ(1)、ｶﾜｾﾐ(1)、ﾌｸﾛｳ(5)、ｱ
ﾋﾙ(10)
ﾐﾂﾕﾋﾞﾊｺｶﾞﾒ(10)､ｹﾂﾞﾒﾘｸｶﾞﾒ(10)､ｱｶｱｼｶﾞﾒ(10)､ｱﾙ
ﾀﾞﾌﾞﾗｿﾞｳｶﾞﾒ(３)､ﾎﾙｽﾌｨｰﾙﾄﾞﾘｸｶﾞﾒ(10)､ﾊﾟﾝｹｰｷﾘｸｶﾞ
ﾒ(10)､ｲﾝﾄﾞﾎｼｶﾞﾒ(20)､ﾋｮｳﾓﾝｶﾞﾒ(9)､ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｷﾝｸﾞ

展示

杉浦　英子 美犬 山梨県甲府市上曽根町3215-3 甲第1075号 H19.12.10 R9.12.9 犬（3） 保管
田中　恵子 犬の美容室 マリン 山梨県甲府市徳行1丁目15-6 1081081 H20.1.25 R5.1.24 犬（2） 保管
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林　佑季子 Dog studio けあんず　はうす 山梨県甲府市小瀬町493-1 1091108 H21.3.19 R6.3.18 犬（2） 保管

神野　香 爬神堂 山梨県甲府市貢川2-16-2 甲第1005号 H21.6.4 R6.6.3

マウス、ハムスター、ラット、モルモット、ウサギ、ハ
リネズミ、モモンガ、リス、フェレット（5）
コキン鳥、カナリア、オウム、ニワトリ（5）
トカゲ、ヤモリ、カメ、カメレオン、ヘビ（10）

販売

堀口　良子 ペットサロン　Ｒ２１ 山梨県甲府市大里町4225-1 甲第1003号 H21.8.11 R6.8.10 犬(9) 販売
堀口　良子 ペットサロン　Ｒ２１ 山梨県甲府市大里町4225-1 甲第1004号 H21.8.11 R6.8.10 犬、猫（10） 保管
高橋　恵美子 小林動物病院 山梨県甲府市丸の内2-4-10 甲第1029号 H23.1.21 R8.1.20 犬、猫（11）　犬は最大9頭 保管
有限会社ＳＴ＆Ｍ
代表取締役　芹澤　弘

きらら動物病院 山梨県甲府市下飯田2丁目11番15号 甲第1055号 H24.2.23 R9.2.22 犬（6） 保管

川上　由希 ペットサロン　Ｗａｎ 山梨県甲府市山宮町６９９－２２ 甲第1076号 H24.11.5 R9.11.4 犬（3） 保管

渡部　好美 ペットサロンPurin House
山梨県甲府市徳行２丁目１０番１７号ウエルネスゾー
ンＢ－１

1131156 H25.3.17 R5.3.16 犬（8）、猫（2）最大で８ 保管

臼井　俊行 中央獣医科 山梨県甲府市上阿原町392-1 甲第1063号 H25.12.10 R9.6.18 犬（8）猫（15） 販売
株式会社　ノア動物病院
代表取締役　林　文明

株式会社　ノア動物病院
Hako　bu　neco

山梨県甲府市城東1-13-17 甲第1009号 H26.11.5 R6.11.4 猫(７) 保管

株式会社　オービット
代表取締役　上原　渉

ペットフィールド新平和通り
店

山梨県甲府市中小河原１－１０－１ 甲第1011号 H26.12.18 R6.12.17

ｳｻｷﾞ（１０）、ﾊﾘﾈｽﾞﾐ（１０）、ﾌｪﾚｯﾄ（１０）、ﾊﾑｽﾀｰ
（５０）、ﾓﾙﾓｯﾄ（１０）、その他の齧歯類（１０）、犬・
猫（１１）
フィンチ（２０）、ｲﾝｺ（２０）､猛禽類（３）

販売

株式会社　オービット
代表取締役　上原　渉

ペットフィールド新平和通り
店

山梨県甲府市中小河原１－１０－１ 甲第1012号 H26.12.18 R6.12.17 犬、猫（12） 保管

小澤圭史 甲斐善光寺DOG　SCHOOL 山梨県甲府市善光寺町３１４３－７３ 甲第1033号 H28.6.7 R8.6.6 犬（１３） 販売
小澤圭史 甲斐善光寺DOG　SCHOOL 山梨県甲府市善光寺町３１４３－７３ 甲第1034号 H28.6.7 R8.6.6 犬（５） 保管
小澤圭史 甲斐善光寺DOG　SCHOOL 山梨県甲府市善光寺町３１４３－７３ 甲第1035号 H28.6.7 R8.6.6 犬（５） 訓練
大村加代子 gｒooming lounge KLOVER 山梨県甲府市上小河原町1462-1　２階 甲第1036号 H28.6.7 R8.6.6 犬･猫(３） 保管
込山幸子 メルヴェイユ・Ｗａｎ 山梨県甲府市上今井町１５２７-６ 甲第1037号 H28.6.7 R8.6.6 犬（１５） 保管

柳沢　佳子 Milky　Pets 山梨県甲府市中小河原町309－3 甲第1040号 H28.8.31 R8.8.30
飼養施設内：犬（2）、猫（1）
飼養施設外：犬、猫、ハムスター、ウサギ（各４０）、
インコ、文鳥、九官鳥、オウム（各３５）

保管

市明　良美 ペットケアサービス　クー 山梨県甲府市伊勢4丁目19－5 甲第1047号 H28.12.1 R8.11.30 犬・猫（１０） 保管
小林　敏子 ペットショップ　ロータスフラ 山梨県甲府市飯田4－11－22グリーンハイツ阪本Ａ 甲第1050号 H28.12.20 R8.12.19 犬（10）、猫（40） 販売
小林　敏子 ペットショップ　ロータスフラ 山梨県甲府市飯田4－11－22グリーンハイツ阪本Ａ 甲第1051号 H28.12.20 R8.12.19 犬（2）、猫（2） 保管
朝田　紫帆 みゅーてぃ 山梨県甲府市高畑２丁目１８－１２ 甲第1054号 H29.2.17 R9.2.16 犬（9）、猫（209） 販売

株式会社　ノア動物病院
代表取締役　林文明
株式会社　ノア動物病院
城東センター病院

山梨県甲府市城東3-4-15 甲第1069号 H29.7.24 R9.7.23
犬（70）、猫（45）、ウサギ（2）、フェレット（2）、ハムス
ター（2）、鳥（2）

保管

中澤　美恵 人と犬と 山梨県甲府市屋形１－１－１５ 1181225 H30.3.13 R5.3.12 犬（８） 訓練
柳田賢勝 犬カフェ　PURE 　DOG 山梨県甲府市大里町１１１４－１RSビル１０３ 1181226 H30.3.29 R5.3.28 犬（１０） 展示
渡辺　直 Mof&Ful 山梨県甲府市酒折町1337-51 1181237 H30.11.15 R5.11.14 犬(9) 保管
渡辺　直 Mof&Ful 山梨県甲府市酒折町1337-51 1181238 H30.11.15 R5.11.14 犬(9) 訓練
有限会社キャンディーハウス代表取締役安井天平有限会社キャンディーハウス 山梨県甲府市和戸町７６１－１ 1181240 H30.12.3 R5.12.2 犬・猫　合計で３７０頭 販売
有限会社キャンディーハウス代表取締役安井天平有限会社キャンディーハウス 山梨県甲府市和戸町７６１－１ 1181241 H30.12.3 R5.12.2 犬・猫　合計で１８頭 保管

渡部　好美 ペットサロンPurin House
山梨県甲府市向町字蛭田１４７－１グリーンタウン甲
府東内ＳＨＯＰＳ向町A-1

1181244 H30.12.11 R5.12.10 犬（８）、猫（２） 保管

小杉　久美 Le chateau des chats 山梨県甲府市横根町４５１－１KNビル２階 1191246 H31.3.6 R6.3.5 猫（13） 展示
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横瀬　真吾 Moru Leo Gecko 山梨県甲府市上今井町2160-17 甲第1006号 R1.8.21 R6.8.20 ヒョウモントカゲモドキ（200） 販売
石原　仁美 ALVINCOOKIE HITO 山梨県甲府市国玉町745 甲第1008号 R1.10.28 R6.10.27 犬(15)(成犬6頭) 販売
合同会社千塚どうぶつ病院
代表社員　稲葉　祐次

合同会社千塚どうぶつ病院 山梨県甲府市千塚５－８－５ 甲第1014号 R2.3.4 R7.3.3 犬（８）、猫（４） 保管

有限会社ＳＴ＆Ｍ
代表取締役　芹澤　弘

きらら動物病院　千塚分院 山梨県甲府市千塚３－１－１１ 甲第1015号 R2.3.11 R7.3.10 犬（4） 保管

まいきゃっと甲府合同会社
代表社員　落　昭弘まいきゃっと甲府 山梨県甲府市蓬沢町字向畑７１０番１ 甲第1019号 R2.10.30 R7.10.29 猫（15） 販売
まいきゃっと甲府合同会社
代表社員　落　昭弘まいきゃっと甲府 山梨県甲府市蓬沢町字向畑７１０番１ 甲第1020号 R2.10.30 R7.10.29 猫（5） 保管
まいきゃっと甲府合同会社
代表社員　落　昭弘

まいきゃっと甲府 山梨県甲府市蓬沢町字向畑７１０番１ 甲第1021号 R2.10.30 R7.10.29 猫（15） 貸出し

まいきゃっと甲府合同会社
代表社員　落　昭弘

まいきゃっと甲府 山梨県甲府市蓬沢町字向畑７１０番１ 甲第1022号 R2.10.30 R7.10.29 猫（15） 展示

まいきゃっと甲府合同会社
代表社員　落　昭弘

まいきゃっと甲府 山梨県甲府市蓬沢町字向畑７１０番１ 甲第1023号 R2.10.30 R7.10.29 猫（７） 譲受飼養

歌田　法子 トリミングハウス　おひるね 山梨県甲府市城東２丁目１０－１０ 甲第1024号 R2.10.30 R7.10.29 犬・猫（3） 保管
天野　雅之 ぽの動物病院 山梨県甲府市若松町５－４ 甲第1030号 R3.2.15 R8.2.14 犬（８）、猫（４） 保管
田尻　文子 シルバースプーン 山梨県甲府市住吉３－４－１８ 甲第1031号 R3.4.1 R8.3.31 犬（９）（成犬３頭） 販売

樋口　美樹 Dog care salon inucocoro＋
山梨県甲府市貢川本町１３－１
サンライト南西１－D

甲第1039号 R3.8.18 R8.8.17 犬（5） 保管

井上　歩美 ペットサロン　シュシュコパン 山梨県甲府市古上条町５１０－１１ 甲第1041号 R3.9.30 R8.9.29 犬（8）、猫（2） 保管

株式会社ジャパンペットコミュニ
ケーションズ
代表取締役　髙橋　尚史

ペット家族甲府店 山梨県甲府市下石田２丁目１５番地１１ 甲第1042号 R3.11.12 R8.11.11

犬（14)、猫(6)、ハムスター(20)、ウサギ(3)、デグー
(2)、ハリネズミ(2)、モモンガ(2）、モルモット(1)、シマ
リス(2)、チンチラ(1)、インコ類(20)、フィンチ類(10)、
ヌマガメ科(10)、トカゲモドキ科(10)

販売

株式会社ジャパンペットコミュニ
ケーションズ
代表取締役　髙橋　尚史

ペット家族甲府店 山梨県甲府市下石田２丁目１５番地１１ 甲第1043号 R3.11.12 R8.11.11
犬(8)、猫(2)、ハムスター(4)、ウサギ(3)、インコ類
(2)、フィンチ類(2)、ヌマガメ科(3)、トカゲモドキ科(2)

保管

株式会社ジャパンペットコミュニ
ケーションズ
代表取締役　髙橋　尚史

ペット家族甲府店 山梨県甲府市下石田２丁目１５番地１１ 甲第1044号 R3.11.12 R8.11.11 犬(4) 訓練

朝田　和徳 甲府ペット 山梨県甲府市青沼１－１１－１　１Ｆ 甲第1045号 R4.1.28 R9.1.27 犬(37)、猫(66) 販売
有限会社岡工務店
代表取締役　岡　光治

有限会社岡工務店 山梨県甲府市古府中町９５２－１ 甲第1046号 R3.11.19 R8.11.18 犬(9) 販売

松村　圭一郎 ペットサロン　アラジン 山梨県甲府市城東4丁目16-10 甲第1053号 R4.2.22 R9.2.21 犬(4）、猫(4)　（犬猫合計4頭） 保管
朝田　和徳 ペットショップアプラス 山梨県甲府市大津町２１９２－８アイメッセ山梨Ｃホール甲第1062号 R4.6.22 R9.6.21 犬（100）、猫（40） 販売
田中　愛 One i dog care 山梨県甲府市住吉1-11-17 甲第1070号 R4.7.27 R9.7.26 犬（5） 訓練
Ａｐｌｕｓ株式会社
代表取締役　朝田　和徳

ペットショップアプラス 山梨県甲府市中小河原1-16-33 甲第1073号 R4.10.27 R9.10.26 犬（430）、猫（50） 販売

Ａｐｌｕｓ株式会社
代表取締役　朝田　和徳

ペットショップアプラス 山梨県甲府市中小河原1-16-33 甲第1074号 R4.10.27 R9.10.26 犬・猫（6） 保管


