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※只今のお取扱いについては、動物病院様にお尋ねください。

北海道
動物病院名
ふたば動物病院
星川動物病院
CoUCoUペットクリニック
アニマルクリニックおかもと
アイラ動物病院
平岸ペットクリニック 岩見沢院
リンクス動物病院
ワンニャン獣医科医院
ガイア動物病院
奥山獣医科 登別医院
ぱきら愛犬診療室

所在地
北海道札幌市中央区南6条西24丁目3-16
北海道札幌市中央区宮ノ森二条6-2-10
北海道札幌市豊平区中の島２－２－１－２２ エムズ中の島２Ｆ
北海道札幌市手稲区星置二条4-7-38
北海道小樽市潮見台1-14-22
北海道岩見沢市大和４条８丁目１番地
北海道江別市弥生町1-14
北海道千歳市住吉4-3-11
北海道千歳市協和１９１４－１５
北海道登別市新川町1丁目2番地2
北海道石狩市花川南1条３－１１５

電話番号
(011) 513-2828
011-612-2211
011-831-1599
011-699-2129
0134-33-8612
0126-20-1512
011-380-6110
0123-27-1313
0123-21-2552
0143-85-7655
0133-72-5800

UR L
http://futaba-vh.juno.bindsite.jp/
http://www.hoshikawa-ah.com
http://www.coucou-p.com
http://www.anici.com/wp/
http://otaru-aira.net/

http://www.okuyama-animal-hospital.com/
http://pakira.gozaru.jp/

青森県
動物病院名
あっぷる獣医科病院

所在地
青森県青森市千刈１－１３－７

電話番号
0177-66-0506

UR L
http://www.apple-vet3.jp

岩手県
動物病院名
ほんご動物病院
むとう動物クリニック

所在地
岩手県一関市萩荘金ケ崎 49-1
岩手県滝沢市鵜飼字狐洞６－１

電話番号
(0191) 321013
(019) 684-1233

UR L
http://www.hongo-animal.com

宮城県
動物病院名
Will 動物病院 鶴ヶ谷病院
ワイワイペットクリニック
仙台けやきペットクリニック

所在地
宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東４－７－３７
宮城県石巻市茜平４－１０４イオンモール石巻
宮城県多賀城市町前３－５－５０ ペットワールドアミーゴ内

電話番号
022-251-7379
(0225) 92-5880
022-352-5430

UR L
http://animal-99.com
http://www.waiwai-pet.com/
http://www.ps1shop.com

秋田県
動物病院名
若松獣医科病院

所在地
秋田県大館市清水１－１－５８

電話番号

UR L

0186-43-4256

山形県
動物病院名
鏡どうぶつ病院
くみあい動物病院

所在地
山形県山形市中野８３番地
山形県山形市大字船町１０３０－１

電話番号

UR L

023-681-0100
(023) 6841403

福島県
動物病院名
ポラリス動物病院

所在地
福島県白河市新白河１－１５５

電話番号

UR L

0248-27-3671

茨城県
動物病院名
カレンアニマルクリニック
日立動物病院
アイ動物医療センター
牛久どうぶつ病院
よしだ動物病院
杉山動物病院

所在地
茨城県水戸市河和田町３４２０－３
茨城県日立市桜川町２－１－４
茨城県高萩市下手綱２２５６－１
茨城県牛久市南１－４４－２５
茨城県つくば市水堀５８７－５３
茨城県守谷市松並１８７７－９

電話番号
029-252-4224
0294-36-2505
0293-24-3535
0298-73-7451
0298-50-3928
0297-45-8166

UR L
http://www.karen-ac.com
http://www.aitom.jp
http://just.st/304300
http://www.sugiyama-ahp.jp/

栃木県
動物病院名
アンドレ動物病院
あおぞら動物病院
ふくだ動物病院
やの動物病院
やまざき犬猫病院

所在地
栃木県宇都宮市西原３－９－９
栃木県栃木市平柳町1-42-1
栃木県日光市大桑町１１７２－１６
栃木県日光市塩野室町２５６９
栃木県下野市石橋１２４－８

電話番号
028-649-7799
0282-20-2003
0288-31-1050
0288-26-6004
0285-53-2943

UR L
http://www2.ucatv.ne.jp/~andre.sea/
http://aozora-ah.com

http://www.wan1wan.biz

群馬県
動物病院名
薮塚どうぶつ病院

所在地
群馬県太田市大原町１８９３－２

電話番号
0277-78-8550

UR L
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埼玉県
動物病院名
三光アニマルクリニック
じゅん動物クリニック
アニマルクリニックかずね
森田動物医療センター
ちちぶ動物病院
柿沼獣医科医院
高坂どうぶつ病院
井上動物病院
上尾動物病院
フレンドリー動物病院
メープルどうぶつ病院
かつき動物病院
ペットクリニック クローバー
Bio Animal Clinic
いぬ&ねこの病院Cal

所在地
埼玉県川越市三光町３４－１
埼玉県川越市岸町2-7-17
埼玉県熊谷市万平町２－１１０－１
埼玉県川口市坂下町１－８－２
埼玉県秩父市下宮地町１８－２２
埼玉県本庄市児玉町児玉２００－１
埼玉県東松山市高坂１２０１－２－２
埼玉県上尾市小泉３７７－９７
埼玉県上尾市春日１－２８－１２
埼玉県桶川市東１－７－２３
埼玉県久喜市栗原3-2-9
埼玉県北本市中丸５－２６５
埼玉県八潮市中央２丁目３１－１７
埼玉県三郷市彦倉2-111 スーパービバホーム三郷店内 １Ｆ
埼玉県坂戸市柳町２４－９

電話番号
0492-26-6556
049-293-6678
048-521-0966
048-281-3166
0494-23-6624
(0495) 720171
0493-35-3265
048-726-0090
048-775-1177
048-772-5055
(0480) 53-9946
048-593-1984
(048) 998-5656
048-952-1000
(049) 283-1514

UR L
http://www.sankou-ac.com/
http://www.junanimalclinic.com
http://www.ac-kazune.com/
http://www.animal-hospital.jp

http://www.inoue-animal-hospital.net

http://www.pc-clover.jp
http://cal.mamajob.co.jp/

千葉県
動物病院名
吉田動物病院
カズ動物病院
ハリーペットクリニック
かそり動物病院
ベイタウン ペットクリニック
中村動物病院
タク動物病院
清見台どうぶつ病院
伊藤動物病院 野田分院
くわじま動物クリニック
宮動物病院
バウ・ミュウ動物病院
さくま動物病院
西村どうぶつ病院
ミズノ動物クリニック
いいぐら台動物病院
PAW動物病院

所在地
千葉県千葉市中央区南町２－１１－６
千葉県千葉市中央区長洲２－２８－２４
千葉県千葉市稲毛区小中台町５３３－１－１F
千葉県千葉市若葉区加曽利町１０６１－１１
千葉県千葉市美浜区打瀬３－９－２２－１００
千葉県船橋市馬込町９８１－２２
千葉県木更津市清川1-4-15
千葉県木更津市清見台２－２－１２
千葉県野田市七光台457－2
千葉県柏市逆井１２３６－２
千葉県柏市豊住１－３－５ 田中ビル１Ｆ
千葉県市原市八幡５２０
千葉県市原市白金町１－６０－１
千葉県八千代市大和田３０９－１８１
千葉県印西市高花2-1-10
千葉県匝瑳市飯倉台21-8
千葉県印旛郡酒ｰ井町上本佐倉18-2

電話番号
043-261-0668
043-227-3041
043-290-6801
043-234-8857
043-310-0711
047-439-1619
0438-73-1212
0438-23-3132
04-7127-4001
0471-74-9516
0471-74-5634
0436-41-1008
0436-41-7741
(047) 405-1332
0476-46-9991
0479-73-5246
043-497-0201

UR L

http://www.kasori-vet.com
http://baytownpetclinic.com
http://www12.plala.or.jp/ndvm/
http://taku-ah.com/
http://www.noda-ah.info/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~miya-ah/
http://www.icntv.ne.jp/user/bowmew/
http://www.sakuma-ah.co.jp
http://mizuno-vet.com/
http://www.iiguradai.com

東京都
動物病院名
フーレップ動物病院
白金高輪動物病院
エンドー動物病院
新宿動物病院
東京猫医療センター
ダクタリ動物病院 品川ウェルネスセンター
ラムジイ動物病院
大岡山動物病院
ウルトラ動物病院
まるこ未来動物病院
ながいき動物病院
くすの木動物病院
ヒロ動物病院
工藤動物病院
高円寺アニマルクリニック
阿佐ヶ谷動物病院
王子ペットクリニック
ノブ動物病院
アームズ動物病院
ヒラミ動物病院
あいだどうぶつ病院
ナガワ動物病院
桜樹どうぶつ病院
きたぞの動物病院
酒井獣医科病院
ジアス動物病院
石神井公園動物病院
田柄動物病院
オザワ動物病院 八王子本院
ノア動物病院
まお動物病院
髙石動物病院
清水動物病院
セラピスト動物病院
東小金井ペット・クリニック
みなみ小金井動物病院
加藤動物病院 本院
加藤動物病院 第２
森動物病院
ヒデ動物病院
ゆげどうぶつクリニック
やよい動物病院

所在地
東京都中央区日本橋浜町２－４８－５－２Ｆ
東京都港区白金１－１６－５
東京都新宿区北新宿３－９－３
東京都新宿区新宿７－１１－５ けやきＨＯＵＳＥ ２Ｆ
東京都江東区森下1-5-4
東京都品川区東品川1－39－21ー2F
東京都目黒区柿の木坂２－１－１９
東京都大田区北千束３－２９－８ ミトミビル１階
東京都大田区千鳥１－３－６
東京都大田区下丸子３－２２－４
東京都世田谷区駒沢５－１５－２
東京都世田谷区等々力２－１－２ スクエアビル１F
東京都渋谷区神宮前２－３４－２０
東京都中野区東中野１－１３－２６
東京都杉並区高円寺南２－１４－１４
東京都杉並区高円寺北４－４５－７
東京都北区豊島１－２２－９
東京都板橋区徳丸６－１－２２
東京都板橋区前野町１－１－３－１０２
東京都練馬区立野町１０－２３
東京都練馬区氷川台４－３－８
東京都練馬区中村北１－９－１２
東京都練馬区大泉学園町８－１７－７
東京都練馬区大泉学園町２－１３－８
東京都練馬区石神井町５－５－６
東京都練馬区石神井台５－２２－４１
東京都練馬区石神井台３－４－５モア・フレグランス大門１F
東京都練馬区春日町２－４－１７
東京都八王子市石川町３５０－１１
東京都八王子市七国２－３３－８
東京都立川市幸町５－１－７ １Ｂ
東京都三鷹市下連雀１－１２－６
東京都昭島市拝島町５－１－３１
東京都町田市忠生３－１８－１
東京都小金井市東町３－１９－１
東京都小金井市貫井南町２－１－２０
東京都小平市仲町５０５
東京都小平市上水本町４－３－１３
東京都国分寺市本町４－１５－９
東京都清瀬市松山１－４６－３１
東京都東久留米市南町3-2-24
東京都東久留米市前沢1-5-17

電話番号
03-5695-1122
03-3280-7703
03-3371-7182
03-5272-1323
03-6240-2271
03-5495-7757
03-3717-5137
03-6451-7016
03-5747-0660
03-3757-0750
03-3704-6711
03-5706-8412
03-3478-0945
03-3371-3963
03-3311-1014
03-5327-6887
(03) 3913 2500
03-3550-8102
03-5914-4101
03-3928-0322
03-3550-5687
03-3926-9911
03-3921-1105
03-5947-5085
03-3997-8833
03-5991-7515
(03) 5913-7720
03-3970-1249
042-646-1110
0426-32-6622
042-535-8516
0422-45-1890
042-544-3854
042-792-1180
0422-33-9937
042-387-1218
042-344-1822
042-328-7700
042-324-3511
0424-91-8400
042-497-4253
042-478-1122

UR L
http://www.fureppu-ah.com
http://www.forpets.jp
http://www.shinjuku-veterinary.co.jp
http://www.tokyofmc.jp

http://okusawa-ah.com
http://www.ultra-vet.com
http://www.m-mirai.jp
http://www.kusunoki-ah.com

http://www.koenji-ac.com
http://www.asagaya-ah.com/
http://www.oji-pet.jp/
http://www.nobu-ac.com/
http://www.arms-ah.com/

http://www.nagawa-ah.com
http://kitazono-ah.com
http://www.ziasu.net
http://www.shakujiikoen-ah.com
http://www.tagaraah.com
http://www.dr-ozawa.jp
http://www.noah-vet.co.jp

http://shimizuah.com
http://t-ah.com
http://pet-clinic.info/
http://www.minamikoganei.com
http://www.katoh-vet.jp
http://www.katoh-vet.jp

http://yuge-dc.com/
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神奈川県
動物病院名
七田ねこクリニック
植村獣医科医院
西柴動物病院
おくつ動物病院
多摩獣医科病院
麻生獣医科医院
シーズどうぶつ病院
川畑動物病院 岩戸本院
本田獣医科病院
いしがみ動物病院
水谷動物病院
りほの動物病院
関水動物病院
国分寺台動物病院

所在地
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20-21 MUROKOSHIビル１F
神奈川県横浜市磯子区上中里町８９１－１４ 藤原ビル１Ｆ
神奈川県横浜市金沢区西柴１－１－８
神奈川県横浜市都筑区荏田南４－２７－５０
神奈川県川崎市宮前区菅生３－４３－１２
神奈川県川崎市麻生区上麻生２－３８－９
神奈川県横須賀市大矢部２－３－３
神奈川県横須賀市岩戸１－１１－１５
神奈川県鎌倉市常盤９４６－２
神奈川県藤沢市本町２－３－９
神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－１５－１２
神奈川県藤沢市羽鳥３－２０－７ NSビル1F
神奈川県大和市福田７－６－２１
神奈川県海老名市国分寺台５－１３－３－２

電話番号
045-716-6686
045-778-3454
045-784-8111
045-943-0039
044-977-2167
044-965-1150
046-835-1219
0468-34-2757
0467-32-0556
0466-50-5070
0466-33-5383
0466-36-1277
046-267-0811
046-233-1540

UR L
http://www.7danyan.com
http://uacvet.web.fc2.com
http://nishishiba-ah.com/
http://www.tama-jyuika.com/
http://asao.vc/
http://www.shes-ac.com

http://www.mizutani-ah.com
http://www.rihono.com
http://www.sekimizu-ah.com

新潟県
動物病院名
佐野動物病院
かとう動物病院
荻川どうぶつ病院
永松動物病院
ステラ動物病院

所在地
新潟県新潟市中央区沼垂東１－８－３
新潟県新潟市江南区うぐいす１－８－１７
新潟県新潟市秋葉区あおば通１－７－１１－２
新潟県新潟市西区坂井砂山２－３－１０
新潟県長岡市三沢３－４７４

電話番号
025-246-0677
025-383-4196
(0250) 23 1002
025-260-3513
0258-39-1020

UR L
http://www.kato-ah.com
http://www.ogikawa-ah.com/
http://www.nagamatsu-ah.com
http://www.stella.expressweb.jp

石川県
動物病院名
すずき動物病院
くろき動物病院
わだ動物病院
たむら動物病院
カホク動物病院

所在地
石川県小松市打越町い233
石川県加賀市作見町ヘ４－１
石川県白山市石同新町２４７－６
石川県河北郡内灘町鶴ケ丘１－１４３
石川県河北郡津幡町舟橋に９－３

電話番号
0761-48-7737
0761-72-8211
076-275-0443
076-286-0331
076-288-3633

UR L
http://www.suzuki-animal.jp/
http://kuroki-ah.com
http://www.tamura-ah.com
http://www.kahoku-vet.com/

山梨県
動物病院名
ノア動物病院 城東センター病院
エンゼル動物病院
赤池ペットクリニック
上野原どうぶつ病院

所在地
山梨県甲府市城東３－４－１５
山梨県甲斐市富竹新田１５８４－６
山梨県甲斐市島上条７４６－５
山梨県上野原市新田８７９－１

電話番号
055-233-4126
055-279-3308
055-277-8500
0554-63-6500

UR L
http://www.noah-vet.co.jp

http://www.uenohara-ah.com

長野県
動物病院名
土屋犬猫病院清水町病院
あり動物病院
はやし動物病院

所在地
長野県松本市清水２－１１－５５
長野県中野市吉田915-1
長野県上伊那郡辰野町大字伊那富９６３－１

電話番号

UR L

0263-32-1031
(0269) 38-1138
0266-44-3022

岐阜県
動物病院名
中村獣医科病院
河合動物病院
渡辺動物病院
恵那さくら動物クリニック
各務原動物病院
にしかに動物病院
下呂動物病院

所在地
岐阜県大垣市木戸町１１８１－２
岐阜県関市山田1116-1
岐阜県関市稲口５３５－４
岐阜県恵那市長島町中野1214-2
岐阜県各務原市那加信長町３－９６
岐阜県可児市帷子新町３－１２
岐阜県下呂市森２０７９－２

電話番号
0584-78-3594
0575-28-5822
0575-23-4555
(0573) 25-5252
0583-83-7231
0574-65-0345
0576-25-5447

UR L
http://www.vet-nakamura.com
http://www.ccn5.aitai.ne.jp/~kawai-ah/
http://ｗａｔａｎａｂｅ-vet.com
http://www.esac.jp/
http://www.platanus-ah.jp/
http://www.gero-ah.com/

静岡県
動物病院名
飯田獣医科医院
あん動物病院
けんご動物クリニック
ハミング動物病院
テツ小動物病院
富士動物医療センター

所在地
静岡県静岡市葵区安東１－１９－１１
静岡県静岡市葵区若松町１２１－１３
静岡県浜松市東区中田町８００番地カーマ２１浜松店内
静岡県浜松市西区志都呂町１－３６－６４
静岡県富士市中島６５－１
静岡県富士市今泉２３０２－３

電話番号
054-246-6445
054-205-7777
053-464-0122
(053) 489-6701
0545-64-1791
0545-57-0001

UR L
http://an-an-hospital.com/
http://www.kengo-animal.com
http://www.humming-ac.com
http://www.famcjp.com

愛知県
動物病院名
しもやま動物病院
アリサ動物病院
中根犬猫病院
大樹アニマルクリニック
かすがい動物病院
王子動物病院
ファイン動物病院
かつみ動物病院
岩滝動物病院
よしざき動物病院
知多愛犬病院
きょうわ動物病院NEXT
獣徳会動物医療センター
やませどうぶつ病院

所在地
愛知県名古屋市中川区外新町２－６６
愛知県豊橋市南牛川1ー17ー19
愛知県岡崎市美合新町１２－６
愛知県一宮市長島町3-20-2
愛知県春日井市如意申町２－３４－１
愛知県春日井市小野町４－７－５
愛知県豊川市御津町大草上竹78-1
愛知県刈谷市一ツ木町３－１１－２
愛知県豊田市小坂本町１－７－１３
愛知県小牧市中央２－２３
愛知県東海市大田町寺下73
愛知県大府市一屋町４丁目３０番地
愛知県愛知郡東郷町春木音貝１０７
愛知県丹羽郡大口町さつきヶ丘１丁目６５番地

電話番号
052-355-2338
0532-43-5710
0564-51-0937
0586-85-8636
0568-32-4400
0568-82-9009
0533-76-5886
0566-28-3717
0565-33-0223
0568-73-2137
(0562) 33-1813
0562-44-2466
052-800-2600
0587-95-8674

UR L
http://www.shimoyama-vc.com/
http://inuneko-byouin.com/
http://www.daiki-ac.com
http://kasugaiac.hp.gogo.jp
http://www.ouji-ah.com/
http://www.fineanimalhospital.net
http://katsumi-ah.com

http://www.chitaaiken-ah.com
http://www.kyowa-next.com
http://yamasevet.exblog.jp
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三重県
動物病院名
みずたに動物病院
ユーカリ動物病院
中島獣医科病院
吉武動物病院

所在地
三重県四日市市大宮西町１１－６
三重県鈴鹿市道伯４－９－１９
三重県名張市桔梗が丘６－１－８
三重県多気郡明和町有爾中１５５３－５

電話番号
0593-33-5777
059-375-2010
0595-65-4575
0596-52-1953

UR L
http://mizutani-vet.jp
http://www.eucaly21.com

滋賀県
動物病院名
たねい動物病院

所在地
滋賀県近江八幡市出町８７４

電話番号
0748-33-5777

UR L
http://www.tanei-ah.com

京都府
動物病院名
京都ペット(株)附属病院
吉田ペットクリニック
あさの動物病院
西向日動物病院

所在地
京都府京都市中京区二条通木屋町東入東生洲町482
京都府京都市右京区太秦椙ケ本町５－７
京都府福知山市西佳屋野町１６１６
京都府向日市上植野町下川原２８－１

電話番号
075-231-1331
075-881-3588
0773-20-1122
075-921-0602

UR L
http://www.kyoto-pet.com
http://www.yoshidapet.com/
http://www.asano-ah.com
http://nishimukou-ac.com/

大阪府
動物病院名
南大阪動物医療センター
フジタどうぶつ病院
大山動物病院
石川ペットクリニック
あさひ動物病院
いしづか動物病院
アイン動物病院 南千里病院
フレンズ動物病院
春日丘動物病院
しろくま動物病院
ひまわり動物病院
あさい動物病院
マイシャ動物病院
カルミア動物病院
大下動物病院
しっぽ動物病院
いぶきの動物病院
山本動物病院
北大阪動物病院
蓮岡動物病院

所在地
大阪府大阪市平野区長吉長原３－５－７
大阪府大阪市東住吉区鷹合３－１１－６
大阪府大阪市都島区毛馬町５－３－２４
大阪府大阪市住吉区長居２－５－７
大阪府大阪市旭区清水２－１１－２３
大阪府岸和田市藤井町１－１２－１３
大阪府吹田市千里山西６－６３－２７－１０１
大阪府高槻市安岡寺町１－１４－１０
大阪府茨木市中穂積３－５－３１
大阪府富田林市錦織北２－１０－６
大阪府寝屋川市中木田町１３－１０ レジデンス１Ｆ
大阪府河内長野市南花台１－１１－３
大阪府堺市西区浜寺石津町中２－９－２０
大阪府堺市北区中長尾町4-4-19
大阪府堺市北区百舌鳥梅町３－２８－６
大阪府和泉市はつが野２－２０－１
大阪府和泉市いぶき野２－９－１
大阪府箕面市桜井１－２２－２４－１Ｆ
大阪府箕面市粟生新家４－６－６
大阪府東大阪市大蓮東２－２１－２１

電話番号
06-6708-4111
(06) 6699-1155
06-6922-8555
06-6606-0291
06-6958-2211
0724-30-4666
06-6380-5638
0726-88-1646
0726-22-9922
0721-25-4691
072-820-0799
0721-64-1185
072-243-2210
(072) 250-0117
0722-55-6887
0725-26-2211
(0725) 50 1000
0727-25-1818
0727-28-0210
06-6720-6100

UR L
http://so-amc.com/
http://www.fujita-ah.jp
http://ishikawapetclinic.com/
http://www.asahi-ah.jp
http://www.ain-ah.com
http://www.friends-ah.net

http://www.himawari-ah.jp
http://www.geocities.jp/maisha_ah/
http://www.oshita-animal.com
http://www.shippo-ah.jp
http://www.ibukino-ah.com
http://www.h3.dion.ne.jp/~toto-mi/
http://www.kopc.jp

兵庫県
動物病院名
学が丘動物病院
大東動物病院
神戸エルザ動物病院
姫路エルザ動物病院
ワールド動物病院
あい動物病院
塚口獣医科医院
ゆず動物病院
魚住動物病院
横山動物病院
安田動物病院
ヒロ動物病院
大塚動物病院
飯盛動物病院
宮本獣医科
みなみぐち動物病院
ナカタ動物病院
ポチアンドタマ総合動物病院
トム動物病院

所在地
兵庫県神戸市垂水区学が丘４－２２－１２
兵庫県神戸市北区山田町小部大東１４－１３
兵庫県神戸市西区王塚台１－１５０
兵庫県姫路市野里１５５
兵庫県姫路市網干区北在家２７１
兵庫県尼崎市南武庫之荘２－２２－７
兵庫県尼崎市南塚口町１－１－２３
兵庫県尼崎市西川２－３５－３
兵庫県明石市魚住町長坂寺４４１－１１
兵庫県明石市小久保６－２－１
兵庫県西宮市鳴尾町5丁目8-12
兵庫県西宮市鳴尾町４－４－１０
兵庫県西宮市城ケ堀町２－４
兵庫県芦屋市南宮町１２－２４
兵庫県宝塚市武庫山１－６－１０
兵庫県宝塚市南口2-12-12-1F
兵庫県宝塚市小林４－５－２９
兵庫県加古川市東神吉町升田８３１
兵庫県三田市上井沢５８３－３

電話番号
078-781-7444
078-595-1999
078-928-3204
0792-25-8282
079-272-7789
06-6432-1388
06-6429-8114
(06) 75042130
078-947-3987
078-929-2394
0798-45-2388
0798-40-0245
0798-33-5606
0797-38-5554
0797-73-8464
(0797) 73 3730
0797-73-2076
0794-31-7377
0795-67-2560

UR L
http://manabigaoka.net
http://o-higashi-ah.com/

http://www.k5.dion.ne.jp/~ai.a.hsp/index.htm
http://www.yuzu-ah.com

http://www.yasuda-vet.com/index.html
http://hiroah.net/
http://iimopet.cihp.jp/
http://www.minamiguchi.com
http://nakatavet.com
http://www.tom-animal.com

奈良県
動物病院名
桑田動物病院

所在地
奈良県橿原市川西町９４４－２２

電話番号

UR L

0744-27-3722

和歌山県
動物病院名
メープル動物病院
田村動物病院
やぐら動物病院

所在地
和歌山県和歌山市六十谷３５－１５
和歌山県和歌山市布施屋１０３２
和歌山県橋本市御幸辻１８４－４

電話番号
073-464-1139
073-477-1136
0736-33-5231

UR L
http://www.maple-vet.jp
http://www.yagura-ah.com

鳥取県
動物病院名
倉吉動物医療センター 山根動物病院

所在地
鳥取県倉吉市八屋２０９－１

電話番号
0858-26-0839

UR L
http://www.yamane-amc.com/

島根県
動物病院名
あるぱ動物病院

所在地
島根県出雲市姫原３－７－５

電話番号
0853-20-2662

UR L
http://arpa-ac.net/
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岡山県
動物病院名
パーム動物病院
ダクタリ動物病院 岡山病院
岡山南動物病院
妹尾動物病院

所在地
岡山県岡山市中区清水１－９－１２
岡山県岡山市南区福富東１－４－１４
岡山県岡山市南区南輝１－１－４３－３
岡山県倉敷市真備町箭田３１－５

電話番号

UR L

086-271-8686
086-263-6466
086-262-5658
0866-98-0056

広島県
動物病院名
いたもと動物病院
アストム動物病院
安芸ペットクリニック
かくだ動物病院
前田動物病院
ペットドクター動物病院
ナルト動物病院
松村動物病院
なかもと動物病院

所在地
広島県広島市東区福田２－２６１３－２
広島県広島市安佐南区伴中央１－４－１４
広島県広島市佐伯区八幡１－２１－２９
広島県呉市焼山三ツ石町5-12
広島県三次市畠敷町３５２－３
広島県東広島市高屋町中島５１２－１
広島県廿日市市桜尾本町８－９
広島県廿日市市宮内４３１７－５
広島県安芸高田市吉田町常友９６２－３

電話番号
0828-99-1111
082-830-1733
082-927-2255
0823-30-5548
0824-63-8151
082-491-0887
0829-32-7797
0829-30-7770
0826-42-3723

UR L
http://www.itamoto-ah.com/

http://maeda-vet.com/
http://www.pet-doctor.jp
http://zyuui.web.fc2.com

山口県
動物病院名
みやもと動物病院
ひらた動物病院

所在地
山口県山口市黒川２２６５－８
山口県山口市宮島町２－１ ハイライフビル１Ｆ

電話番号
083-932-4622
083-921-1882

UR L
http://www.hirata-pc.jp

徳島県
動物病院名
あけぼの動物病院
おおしま動物病院

所在地
徳島県徳島市山城西２－８１－２
徳島県板野郡藍住町奥野字山畑39-4

電話番号
088-654-1392
088-693-1811

UR L
http://www.oshima-ah.com

香川県
動物病院名
アシル動物病院

所在地
香川県高松市御厩町４７４－２

電話番号
087-886-2300

UR L
http://www.ashil-ah.com

愛媛県
動物病院名
高木動物病院

所在地
愛媛県西条市福武甲８１４－３

電話番号

UR L

0897-53-3020

福岡県
動物病院名
エフ・筑紫通りペットクリニック
しみず動物クリニック
たかみや通り動物クリニック
オークどうぶつ病院
アドックどうぶつクリニック
ケントペットクリニック

所在地
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１－１０ ウィルブ１Ｆ
福岡県福岡市南区清水２丁目９－２８ 正徳ビル１Ｆ
福岡県福岡市南区高宮２－１－３３－１０２
福岡県福岡市西区豊浜１－１－１１
福岡県福岡市西区生の松原２－７－１６
福岡県久留米市宮ノ陣４－３－５

電話番号
092-432-4400
092-557-8001
092-531-3583
092-885-3000
092-882-1308
(0942) 46-6600

UR L

http://www.takamiya-pet.com/
http://www.oak-animal.com
http://kentpet.com

長崎県
動物病院名
三根獣医科医院
もみじ動物病院
藤井動物病院

所在地
長崎県佐世保市権常寺町１１０１－２２
長崎県大村市竹松本町６５２－１１
長崎県大村市池田１－７８２－２

電話番号

UR L

0956-38-9555
0957-55-5733
0957-52-1422

熊本県
動物病院名
ムサシ動物医療センター

所在地
熊本県熊本市北区楠5-17-27

電話番号
096-339-7620

UR L
http://www.musashi-pet.jp

大分県
動物病院名
隼人どうぶつ病院

所在地
大分県大分市横尾４２１３－２

電話番号

UR L

097-524-3411

鹿児島県
動物病院名
たけした動物医院

所在地
鹿児島県鹿児島市坂之上５－２－１

電話番号
099-261-0639

UR L

