
【千葉県】 2017/6/28現在

郵便番号 電話番号

〒260-0032 TEL 043-247-3350

〒260-0044 TEL 043-251-8546

〒260-0822 TEL 043-266-1800

〒260-0822 TEL 043-209-5210

〒261-0004 TEL 043-242-8818

〒261-0013 TEL 043-310-0711

〒262-0023 TEL 043-271-2474

〒262-0032 TEL 043-274-1683

〒262-0045 TEL 043-286-8777

〒263-0031 TEL 043-248-1241

〒263-0044 TEL 043-290-6801

千葉県千葉市稲毛区小中台町533-1

千葉県千葉市花見川区検見川町3-314-16

谷津ペットホテル・クリニック

千葉県千葉市美浜区打瀬3-9パティオス22番街100号

三浦動物病院

千葉県千葉市美浜区高洲1-16-55羽鳥ﾋﾞﾙ3F

ベイタウンペットクリニック

千葉県千葉市稲毛区稲毛東4-3-12

ハリーペットクリニック

千葉県千葉市花見川区作新台6-18-34

あいペットクリニック 稲毛獣医科グレースペットサロン

千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目1095番地44

石井どうぶつ病院

千葉県千葉市中央区登戸1-6-19

岡本動物病院

はせがわ動物病院

動物病院名

住所

千葉県千葉市中央区蘇我2丁目23番地20

美浜どうぶつ病院

千葉県千葉市中央区蘇我5-22-15

そが動物病院

千葉県千葉市中央区松波1-18-16

おのだ動物病院

「ヘルスラボ犬用体脂肪計」を導入いただいている

動物病院をご紹介します。



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒264-0005 TEL 043-237-1211

〒264-0017 TEL 043-234-8857

〒264-0025 TEL 043-232-7852

〒264-0028 TEL 043-214-5006

〒264-0032 TEL 043-206-1781

〒267-0066 TEL 043-205-0102

〒270-0011 TEL 047-344-1241

〒270-0013 TEL 047-340-3883

〒270-0034 TEL 047-346-6060

〒270-0127 TEL 04-7178-2390

〒270-0157 TEL 04-7178-9004

〒270-0163 TEL 04-7157-8618

〒270-0222 TEL 04-7198-5371

千葉県野田市木間ヶ瀬5950-6

千葉県流山市南流山1-21-8

とねがわ動物病院

千葉県松戸市小金きよしヶ丘3-25-24

新松戸動物病院

千葉県松戸市根木内168-1

きよしヶ丘ペットクリニック

千葉県千葉市緑区あすみが丘6-35-1

いちかわ動物病院

千葉県流山市平和台4-36-10ＩＫビル1F

ファミリー動物病院

千葉県流山市富士見台1-3-5ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ江戸川台

杉山動物病院

千葉県松戸市新松戸6-13-2

富士見台動物病院

千葉県千葉市若葉区加曽利町1061-11

青木獣医科病院

千葉県千葉市若葉区千城台北3-10-8

かそり動物病院

千城台動物病院

千葉県千葉市若葉区みつわ台2-10-21

そよかぜ通り動物の病院

千葉県千葉市若葉区桜木5-4-15

そのだ動物病院

千葉県千葉市若葉区都賀4-17-4

ふかみ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒270-1132 TEL 04-7187-1333

〒270-1151 TEL 04-7100-8012

〒270-1152 TEL 04-7182-9788

〒270-1168 TEL 04-7182-5305

〒270-1345 TEL 0476-46-9991

〒270-1358 TEL 0476-42-0887

〒270-1408 TEL 047-489-5005

〒270-1514 TEL 0476-95-8985

〒270-1533 TEL 0476-95-6281

〒270-2213 TEL 047-385-7777

〒270-2253 TEL 047-384-1512

〒270-2261 TEL 047-389-2822

〒270-2267 TEL 047-385-1020

千葉県松戸市牧の原1-1-1

千葉県松戸市常盤平5-8-6

ときわだいら動物病院

千葉県松戸市日暮2-3-2相田ビル1Ｆ

フローラル動物病院

千葉県白井市西白井1-19-23

わたなべ動物病院

千葉県印西市小倉683-6

よしだ動物病院

千葉県印西市船尾1408-5

杉田動物病院

千葉県松戸市五香7-5-18

八柱動物病院

千葉県印旛郡栄町南ヶ丘2-1-1

森動物病院

千葉県印旛郡栄町酒直台1-28-2

高村動物病院

千葉県我孫子市湖北台1-17-1

ナガイ動物病院

こほく動物病院

千葉県我孫子市根戸1235-8

ミズノ動物クリニック

千葉県我孫子市寿2-8-20

北柏どうぶつ病院

千葉県我孫子市本町1-4-4高橋ﾋﾞﾙ1F

セキ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒271-0048 TEL 047-330-4970

〒271-0086 TEL 047-362-3463

〒271-0092 TEL 047-362-2865

〒272-0021 TEL 047-323-5527

〒272-0032 TEL 047-300-9912

〒272-0034 TEL 047-329-5588

〒272-0035 TEL 047-377-2246

〒272-0111 TEL 047-306-7700

〒272-0114 TEL 047-395-1179

〒272-0123 TEL 047-399-7377

〒272-0826 TEL 047-323-0192

〒273-0003 TEL 0474-22-2045

〒273-0005 TEL 047-426-3977

千葉県船橋市宮本6-26-18

ペットの病院フォリオ

千葉県市川市真間2-8-7

くわじま動物病院

千葉県市川市幸2-8-11

真間ペットクリニック

千葉県船橋市本町6-9-9ｱﾋﾟｽ1F

千葉県市川市市川2-6-14

ひらたペットクリニック

千葉県市川市大洲2-8-29

ＡＣプラザ苅谷動物病院　市川橋病院

千葉県市川市八幡3-17-20

ありむらペットクリニック

千葉県市川市塩焼2-2-65

ベイシティペットクリニック

千葉県市川市妙典3-12-16-1F

マーシー動物病院

千葉県市川市新田4-8-18

アイエス動物病院

ライズ動物病院

千葉県松戸市松戸1287

冨山動物病院

千葉県松戸市二十世紀ヶ丘萩町274-5

日野動物病院

千葉県松戸市西馬橋広手町34

イガラシ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒273-0035 TEL 047-333-0050

〒273-0101 TEL 047-445-4922

〒274-0822 TEL 047-464-0021

〒274-0825 TEL 047-470-8976

〒275-0001 TEL 047-474-8976

〒275-0011 TEL 047-470-5226

〒275-0021 TEL 047-408-1133

〒275-0023 TEL 047-455-3311

〒276-0044 TEL 047-485-9338

〒277-0082 TEL 04-7166-7890

〒277-0084 TEL 04-7165-1528

〒277-0087 TEL 0471-63-8741

〒277-0812 TEL 04-7134-1122

千葉県柏市新柏3-17-7

あかね動物病院

千葉県柏市緑ヶ丘19-1

ふたば動物病院

千葉県八千代市萱田町610-1

緑ヶ丘動物病院

千葉県柏市花野井360-16

千葉県柏市常盤台1-18

なつめ動物病院

千葉県習志野市東習志野3-1-25

りょう動物病院

千葉県船橋市前原西3-22-21

スマイルどうぶつ病院　東習志野病院

千葉県船橋市飯山満町3-1535-17 第2中央ﾋﾞﾙ102

スマイル動物病院　津田沼病院

千葉県習志野市芝園1-4-1ﾎｰﾑｽﾞ幕張店1F

八千代動物病院

千葉県習志野市袖ｹ浦4-17-6

カンナ動物病院幕張医院

千葉県習志野市大久保1-1-33

新習志野どうぶつ病院

千葉県鎌ｹ谷市富岡1-10-14

さち動物病院

千葉県船橋市本中山5-11-22

みちのべ動物病院

つかさ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒277-0813 TEL 04-7135-1237

〒277-0837 TEL 04-7157-2277

〒278-0041 TEL 04-7120-8331

〒279-0003 TEL 047-381-8881

〒279-0021 TEL 047-380-3226

〒283-0067 TEL 0475-52-3935

〒285-0813 TEL 043-486-0717

〒285-0845 TEL 043-460-3317

〒286-0029 TEL 0476-22-3386

〒286-0036 TEL 0476-28-9911

〒289-1143 TEL 043-444-6262

〒289-2141 TEL 0479-73-7003

〒290-0003 TEL 0436-74-3911

千葉県成田市加良部5-9-6

瀬脇動物病院

千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋56-1

かまやち動物病院

千葉県佐倉市西志津2-9-23

はやし動物病院

千葉県市原市辰巳台東2-11-7

千葉県匝瑳市八日市場ﾊ669-1

辰巳台どうぶつ病院

千葉県八街市八街い247-20

八日市場動物病院

千葉県浦安市海楽1-11-10

アイビー犬猫病院

千葉県野田市蕃昌254-1

新浦安太田動物病院

千葉県柏市大山台2-3ﾓﾗｰｼﾞｭ柏1F

ないとう犬猫病院

千葉県佐倉市石川300

ＯＫ動物病院

千葉県東金市東上宿6-37

若山動物病院

千葉県浦安市富岡3-2-1ﾊﾟｰｸｽｸｴｱ内

沢村獣医科病院

千葉県柏市大室1101-3

カモミール動物病院

み～な動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒290-0075 TEL 0436-24-1811

〒290-0141 TEL 0436-52-8882

〒290-0143 TEL 0436-40-6800

〒292-0806 TEL 0438-37-6888

〒297-0021 TEL 0475-22-3111

〒298-0013 TEL 0470-62-8525

〒299-0261 TEL 0438-63-9599

〒299-1121 TEL 0439-50-1255

〒299-1151 TEL 0439-52-0019

〒299-4114 TEL 0475-34-2398

千葉県茂原市本納2016

千葉県君津市中野1-25-23

村田動物病院

千葉県君津市常代2-17-22

市川動物病院

千葉県袖ヶ浦市福王台4-1-1

ホームズ犬猫病院

千葉県市原市ちはら台西4-3-11

サラ動物クリニック

千葉県市原市ちはら台東9-7-6

仲澤ペットクリニック

千葉県市原市南国分寺台2-6-38

ちはら台動物病院

千葉県いすみ市小池917-2

ながせ犬猫病院

千葉県茂原市高師町2-14-7

アフィネ動物病院

千葉県木更津市請西東8丁目7-22

しのざき動物病院

西広動物病院


