
動物取扱業者 登録一覧表　【新宮市・那智勝浦町・太地町・北山村】

登録番号 事業所の所在地 事業所の名称 種別
主として取り扱う

動物の種類
動物取扱責任者 事業者氏名 登録年月日

8002 新宮市五新3-6 新宮レックハウス 保管 犬、猫 深田　啓子 深田　啓子 H18.8.29

8007 新宮市下田2-2-45 ペットランド 保管 犬、猫 三﨑　澄夫 三﨑　澄夫 H19.5.2

8010 東牟婁郡太地町森浦686-17 (有)ドルフィン･ベェイス 販売 ｲﾙｶ 三好　豪
(有)ﾄﾞﾙﾌｨﾝ・ﾍﾞｪ
ｲｽ

H19.5.18

8011 東牟婁郡太地町森浦686-17 (有)ドルフィン･ベェイス 展示 ｲﾙｶ 三好　豪
(有)ﾄﾞﾙﾌｨﾝ・ﾍﾞｪ
ｲｽ

H19.5.18

8016 東牟婁郡太地町太地2934-2 太地町立くじらの博物館 展示

ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾅ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｶｽﾞﾊｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｳｲﾙｶ、ｶﾏｲﾙｶ、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ、
ｽｼﾞｲﾙｶ、ｼﾜﾊｲﾙｶ

稲森　大樹 太地町長 H19.6.4

8017 東牟婁郡太地町太地2934-2 太地町立くじらの博物館 販売

ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾅ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｶｽﾞﾊｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｳｲﾙｶ、ｶﾏｲﾙｶ、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ、
ｽｼﾞｲﾙｶ、ｼﾜﾊｲﾙｶ

稲森　大樹 太地町長 H19.6.4

8020 東牟婁郡太地町太地3167-7 太地町漁業協同組合 販売 ｲﾙｶ、ｸｼﾞﾗ 西地　伸之
太地町漁業協同
組合

H19.8.10

8021 東牟婁郡太地町森浦703-17 ドルフィンリゾート 展示

小型鯨類（ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｵｷ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、その
他を取り扱う場合もあ
り）、ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼ

石川　創
(株)大阪海洋研
究所

H20.3.1

8025 東牟婁郡太地町太地3767-1
一般財団法人太地町開発公
社

販売
ｶﾏｲﾙｶ、ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｵｷｺﾞﾝ
ﾄﾞｳ

丹羽　正友樹
一般財団法人
太地町開発公社

H20.5.14

8028 新宮市春日4-17 ペット美容室ワンワン 保管 犬 遠山  由紀 遠山  由紀 H21.7.21

8029 東牟婁郡太地町太地2934-2 太地町立くじらの博物館 貸出

ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾅ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｶｽﾞﾊｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｳｲﾙｶ、ｶﾏｲﾙｶ、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ、
ｽｼﾞｲﾙｶ、ｼﾜﾊｲﾙｶ

稲森　大樹 太地町長 H21.7.15

R4.11.8現在



登録番号 事業所の所在地 事業所の名称 種別
主として取り扱う

動物の種類
動物取扱責任者 事業者氏名 登録年月日

8031 東牟婁郡太地町太地1620-2 ＴＡＫＩＤＯＧ 保管 犬 瀧本　美鈴 瀧本　美鈴 H21.8.25

8032 東牟婁郡太地町太地1620-2 ＴＡＫＩＤＯＧ 訓練 犬 瀧本　美鈴 瀧本　美鈴 H21.8.25

8033 新宮市新宮3651-1 ドッグパートナースクラブ 保管 犬、猫 榎本　義清 榎本　義清 H22.3.17

8034 新宮市新宮3651-1 ドッグパートナースクラブ 訓練 犬、猫 榎本　義清 榎本　義清 H22.3.17

8035 新宮市新宮3651-1 ドッグパートナースクラブ 販売 犬、猫 榎本　義清 榎本　義清 H22.3.17

8036 東牟婁郡太地町森浦703-15 アスクジャパン 販売
ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾙｶ（その他 ｶﾏｲﾙｶ､ﾏ
ﾀﾞﾗｲﾙｶ､ﾊﾅｺﾞﾝﾄﾞｳ､ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ
を取り扱う場合もあり）

浅木　裕志
株式会社
アスクジャパン

H22.11.30

8039 東牟婁郡太地町森浦551-58 愛犬美容室 ポピー 保管 犬 西  操 西  操 H23.4.5

8041
東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川
157-691

ＲＩＮＫＵＲＵ 保管 犬 玉置　早世 玉置　早世 H23.8.9

8046 東牟婁郡那智勝浦町井鹿851 MOMO 保管
犬､猫、ﾌｪﾚｯﾄ、ｲﾝｺ、ｵｳﾑ、
小型ﾌｨﾝﾁ

石橋　紀裕
株式会社のりま
き

H25.9.17

8047 東牟婁郡那智勝浦町井鹿851 MOMO 訓練 犬、猫 石橋　紀裕
株式会社のりま
き

H25.9.17

8048 東牟婁郡太地町太地3767-１ 森浦湾くじらの海 展示

ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｶﾏｲﾙｶ、ﾊﾅｺﾞﾝ
ﾄﾞｳ、ｽｼﾞｲﾙｶ、ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞ
ｳ、ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ、ｶ
ｽﾞﾊｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｼﾜﾊｲﾙｶ

富田史明 太地町長 H25.11.19

8049
東牟婁郡那智勝浦町下里
1759-16

NALU BULL 販売 犬 水落　毅 水落　毅 H26.6.26



登録番号 事業所の所在地 事業所の名称 種別
主として取り扱う

動物の種類
動物取扱責任者 事業者氏名 登録年月日

8053 東牟婁郡太地町森浦703-15 アスクジャパン 保管
ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾙｶ（ｶﾏｲﾙｶ､ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ､
ﾊﾅｺﾞﾝﾄﾞｳ､ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳを取り
扱う場合もあり）

浅木　裕志
株式会社
アスクジャパン

H27.10.30

8054 東牟婁郡太地町森浦703-15 アスクジャパン 貸出
ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾙｶ（ｶﾏｲﾙｶ､ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ､
ﾊﾅｺﾞﾝﾄﾞｳ､ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳを取り
扱う場合もあり）

浅木　裕志
株式会社
アスクジャパン

H27.10.30

8055 東牟婁郡太地町森浦703-15 アスクジャパン 訓練
ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾙｶ（ｶﾏｲﾙｶ､ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ､
ﾊﾅｺﾞﾝﾄﾞｳ､ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳを取り
扱う場合もあり）

浅木　裕志
株式会社
アスクジャパン

H27.10.30

8056 東牟婁郡太地町森浦703-15 アスクジャパン 展示
ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾙｶ（ｶﾏｲﾙｶ､ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ､
ﾊﾅｺﾞﾝﾄﾞｳ､ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳを取り
扱う場合もあり）

浅木　裕志
株式会社
アスクジャパン

H27.10.30

8057 東牟婁郡太地町森浦703-17 ドルフィンリゾート 販売

小型鯨類（ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｵｷ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、その
他を取り扱う場合もあ
り）、ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼ

石川　創
(株)大阪海洋研
究所

H27.10.30

8058 東牟婁郡太地町森浦703-17 ドルフィンリゾート 保管
小型鯨類（ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｵｷ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、その
他を取り扱う場合もあり）

石川　創
(株)大阪海洋研
究所

H27.10.30

8059 東牟婁郡太地町森浦703-17 ドルフィンリゾート 貸出

小型鯨類（ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｵｷ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、その
他を取り扱う場合もあ
り）、ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼ

石川　創
(株)大阪海洋研
究所

H27.10.30

8060 東牟婁郡太地町森浦703-17 ドルフィンリゾート 訓練

小型鯨類（ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ、ｵｷ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、その
他を取り扱う場合もあ
り）、ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼ

石川　創
(株)大阪海洋研
究所

H27.10.30

8061 新宮市新宮418-48 熊野地犬犬舎 販売 犬 原口　千寿 原口　千寿 H27.11.18

8064 東牟婁郡太地町森浦703－17
ドルフィンリゾート　触れ
合い広場

展示 ﾔｷﾞ、ﾋﾂｼﾞ、ｶﾒ 坂口　亮子
株式会社
日本ドルフィン
センター

H28.6.16



登録番号 事業所の所在地 事業所の名称 種別
主として取り扱う

動物の種類
動物取扱責任者 事業者氏名 登録年月日

8068 東牟婁郡太地町太地1620-2 ＴＡＫＩＤＯＧ 販売 犬 瀧本　美鈴 瀧本　美鈴 H29.6.2

8069
東牟婁郡那智勝浦町市野々
2431-1

合同会社ＢＡＵＨＡＵＳ 販売 犬 瀧岡　俊太
合同会社
ＢＡＵＨＡＵＳ

H29.11.9

8070
東牟婁郡那智勝浦町市野々
2431-1

合同会社ＢＡＵＨＡＵＳ 保管 犬 瀧岡　俊太
合同会社
ＢＡＵＨＡＵＳ

H29.11.9

8071
東牟婁郡那智勝浦町市野々
2431-1

合同会社ＢＡＵＨＡＵＳ 展示 犬 瀧岡　俊太
合同会社
ＢＡＵＨＡＵＳ

H29.11.9

8072
東牟婁郡那智勝浦町朝日2－
177

ブリーダー　中村守男 販売 犬 中村　守男 中村　守男 H31.4.15

8073 東牟婁郡太地町太地2934-2 太地町立くじらの博物館 保管

ｺﾋﾞﾚｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾅ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ、ｶｽﾞﾊｺﾞﾝﾄﾞｳ、ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｳｲﾙｶ、ｶﾏｲﾙｶ、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ、
ｽｼﾞｲﾙｶ、ｼﾜﾊｲﾙｶ

稲森　大樹 太地町 R1.8.23

8074
東牟婁郡那智勝浦町湯川234-
4

ＬＵＮＡ　ＣＲＥＳＣＩＥ
ＮＴＥ

販売 犬 西浦　明日香 西浦　明日香 R1.10.31

8075
東牟婁郡那智勝浦町湯川234-
4

ＬＵＮＡ　ＣＲＥＳＣＩＥ
ＮＴＥ

保管 犬、猫 西浦　明日香 西浦　明日香 R1.10.31

8076
東牟婁郡那智勝浦町湯川234-
4

ＬＵＮＡ　ＣＲＥＳＣＩＥ
ＮＴＥ

訓練 犬 西浦　明日香 西浦　明日香 R1.10.31



登録番号 事業所の所在地 事業所の名称 種別
主として取り扱う

動物の種類
動物取扱責任者 事業者氏名 登録年月日

8077 新宮市下田2-6-15 Dog Walker 保管 犬 上地　真代 上地　真代 R1.12.16

8078 東牟婁郡太地町太地3767-1 森浦湾くじらの海 販売 小型鯨類 富田　史明 太地町 R2.4.13

8079 東牟婁郡太地町太地3767-1 森浦湾くじらの海 保管 小型鯨類 富田　史明 太地町 R2.4.13

8080 東牟婁郡太地町太地3767-1 森浦湾くじらの海 貸出 小型鯨類 富田　史明 太地町 R2.4.13

8081 新宮市千穂1-1-51 ドッグサロンＰОＷ 保管 犬 小林　鈴菜 小林　鈴菜 R2.7.6

8084 新宮市佐野2118-15 わんこクラブしんぐう 販売 犬 中西　博一 中西　博一 R3.2.19

8085 新宮市佐野2118-15 わんこクラブしんぐう 保管 犬 中西　博一 中西　博一 R3.2.19

8086 太地町森浦686-17 ジャドール 販売 小型鯨類、ゴンドウ類 三好　練 三好　練 R3.3.31

8087 太地町森浦686-17 ジャドール 保管 小型鯨類、ゴンドウ類 三好　練 三好　練 R3.3.31

8088 太地町森浦686-17 ジャドール 訓練 小型鯨類、ゴンドウ類 三好　練 三好　練 R3.3.31

8089
新宮市佐野790-1
コメリパワー新宮店内

ペットアミ新宮店 販売

犬、猫、ﾊﾑｽﾀｰ、ｳｻｷﾞ、ﾁﾝﾁ
ﾗ、ﾃﾞｸﾞｰ、ﾌｪﾚｯﾄ、ｲﾝｺ、ﾌｨ
ﾝﾁ、ﾋｮｳﾓﾝﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ、ｶﾒ、ﾍ
ﾋﾞ、ｲｸﾞｱﾅ、ｶﾒﾚｵﾝ、ｶｴﾙ

福田　大輔 株式会社ﾆｭｰﾀｲﾌﾟ R3.4.20



登録番号 事業所の所在地 事業所の名称 種別
主として取り扱う

動物の種類
動物取扱責任者 事業者氏名 登録年月日

8090
新宮市佐野790-1
コメリパワー新宮店内

ペットアミ新宮店 保管 犬、猫 福田　大輔 株式会社ﾆｭｰﾀｲﾌﾟ R3.4.20

8091 東牟婁郡太地町森浦686-17 取渕　夢実 訓練 小型鯨類、ゴンドウ類 取渕　夢実 取渕　夢実 R3.5.10

8092 東牟婁郡太地町太地2934-2 太地町立くじらの博物館 訓練 小型鯨類 稲森　大樹
太地町長
三軒　一高

R3.6.16

8093 新宮市丹鶴1-1-4 Dog Salon Fluffy Dog 保管 犬 中尾　光希 中尾　光希 R3.7.26

8094 新宮市田鶴原町1-2-12
出張トリミングサロン
con perrito

保管 犬、猫 大谷　智恵 大谷　智恵 R3.9.8

8095 東牟婁郡太地町太地3767-1
一般財団法人太地町開発公
社

保管 小型鯨類 丹羽　正友樹
一般財団法人
太地町開発公社

R3.12.15

8096 東牟婁郡太地町太地3767-1
一般財団法人太地町開発公
社

貸出 小型鯨類 丹羽　正友樹
一般財団法人
太地町開発公社

R4.2.17

8097 東牟婁郡那智勝浦町天満1730-49 Trimming salon Hana 保管 犬 太田　圭香 太田　圭香 R4.5.24

8098
東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
563-5

那智勝浦イルカ飼育場 販売 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ12、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ9 岡山　拓生
株式会社日本ドル
フィンセンター

R4.9.1

8099
東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
563-5

那智勝浦イルカ飼育場 保管 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ12、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ9 岡山　拓生
株式会社日本ドル
フィンセンター

R4.9.1

8100
東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
563-5

那智勝浦イルカ飼育場 訓練 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ12、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ9 岡山　拓生
株式会社日本ドル
フィンセンター

R4.9.1

8101
東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
563-5

那智勝浦イルカ飼育場 貸出 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ12、ﾏﾀﾞﾗｲﾙｶ9 岡山　拓生
株式会社日本ドル
フィンセンター

R4.9.1


