
【神奈川県】 2017/8/1現在

郵便番号 電話番号

〒210-0834 TEL 044-221-5750

〒211-0004 TEL 044-433-5155

〒212-0006 TEL 044-520-3232

〒212-0053 TEL 044-520-1270

〒212-0057 TEL 044-587-9557

〒213-0033 TEL 044-870-5055

〒215-0005 TEL 044-953-2008

〒215-0021 TEL 044-965-1150

〒215-0022 TEL 044-986-2885

〒215-0025 TEL 044-988-7715

〒216-0004 TEL 044-877-2552

神奈川県川崎市中原区新丸子東2-890-10

みしま動物病院

神奈川県川崎市川崎区大島3-27-1ﾊｲﾂ野田1F

アニマルメディカルセンター

動物病院名

住所

神奈川県川崎市幸区北加瀬1-7-24

もみの木動物病院

神奈川県川崎市幸区下平間252-14

あいあいペットクリニック

神奈川県川崎市幸区遠藤町2番地

ロイヤルペットクリニック　川崎病院

神奈川県川崎市麻生区上麻生2-38-9

斉藤動物病院

神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘7-19-6

麻生獣医科医院

神奈川県川崎市高津区下作延3-3-1

そえだ動物病院

神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-6-9

神奈川県川崎市麻生区五力田2-4-1

さいとう動物病院

神奈川県川崎市麻生区下麻生2-44-12

パーシモン動物病院

エルムペットクリニック

「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

〒216-0012 TEL 044-977-8829

〒221-0052 TEL 045-440-0987

〒222-0004 TEL 045-542-0462

〒222-0011 TEL 045-401-0229

〒222-0031 TEL 045-542-2005

〒222-0032 TEL 045-541-9690

〒223-0053 TEL 045-544-5263

〒223-0057 TEL 045-545-8600

〒223-0065 TEL 045-533-2121

〒223-0066 TEL 045-593-6072

〒224-0007 TEL 045-943-0039

〒224-0032 TEL 045-943-8284

〒224-0066 TEL 045-949-4970

村山動物病院

神奈川県横浜市港北区大曽根台18-16

藤井動物病院

神奈川県横浜市神奈川区栄町22-9栄町中央ﾋﾞﾙ1F

大倉山動物病院

神奈川県川崎市宮前区水沢2-3-11

ベイサイドアニマルクリニック

神奈川県横浜市港北区大豆戸町150

つなしま動物病院

神奈川県横浜市港北区太尾町738-1ｼｬﾄﾙ大倉山102

大倉山ペットクリニック

神奈川県横浜市港北区菊名1-14-11

バディどうぶつ病院

神奈川県横浜市港北区高田東3-10-6

コトブキ獣医科医院

神奈川県横浜市港北区新羽町1940

ウェル動物病院

神奈川県横浜市港北区綱島西2-16-19

はる動物病院

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央10-1ヴｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ1F

夕やけの丘動物病院

神奈川県横浜市都筑区荏田南4-27-50

ニュータウン犬猫病院

神奈川県横浜市港北区高田西2-1-22

おくつ動物病院

神奈川県横浜市都筑区見花山2-5ﾓﾁﾔﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ7



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒225-0001 TEL 045-532-3737

〒225-0002 TEL 045-902-3134

〒225-0003 TEL 045-912-0116

〒225-0004 TEL 045-903-1777

〒225-0005 TEL 045-904-1588

〒225-0012 TEL 045-914-8250

〒225-0024 TEL 045-974-2250

〒226-0014 TEL 045-931-2776

〒226-0025 TEL 045-982-0220

〒227-0047 TEL 045-973-0905

〒227-0055 TEL 045-989-1270

〒227-0061 TEL 045-984-1122

〒228-0001 TEL 046-256-4351

神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-29-11

たまプラーザどうぶつ診療室

神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3-61-8

井本動物病院

美しが丘動物病院

神奈川県横浜市青葉区荏子田3-12-6

新井動物病院

神奈川県横浜市青葉区元石川町7513

ペットクリニックいしかわ

神奈川県横浜市青葉区新石川2-2-1ｻｳｽﾌﾟﾗｻﾞ

中田動物病院

神奈川県横浜市緑区台村町128-5

そえじま動物病院

神奈川県横浜市青葉区市ｹ尾町1052-1ｻﾆｰ市ヶ尾1F

なかはた動物病院

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-4-3
ヴｨﾗｰｼﾞｭあざみ野104

やまな動物病院

神奈川県横浜市青葉区つつじが丘24-21

可愛動物病院

神奈川県横浜市青葉区みたけ台28-1

ベルジェ動物病院

神奈川県横浜市緑区十日市場町852-1

馬場動物病院

神奈川県座間市相模が丘6-11-7

神奈川県横浜市青葉区桜台1-83

相模が丘動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒230-0011 TEL 045-580-2211

〒230-0012 TEL 045-582-5575

〒230-0061 TEL 045-583-3738

〒231-0041 TEL 045-243-6417

〒232-0012 TEL 045-252-0012

〒232-0053 TEL 045-741-3304

〒232-0064 TEL 045-742-1509

〒232-0066 TEL 045-742-3531

〒232-0066 TEL 045-827-1387

〒233-0008 TEL 045-714-1560

〒234-0054 TEL 045-832-4111

〒235-0045 TEL 045-831-2996

〒236-0017 TEL 045-781-0012

神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-19-2

赤塚犬猫病院

ベル動物病院

神奈川県横浜市中区吉田町6-3

ミルキーウェイ動物病院

神奈川県横浜市鶴見区佃野町3-3

関内どうぶつクリニック

神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-18-5

清水動物病院

神奈川県横浜市南区別所5-22-8

加藤どうぶつ病院

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町16-3

すがわら動物病院

神奈川県横浜市南区南吉田町4-40-23

井土ヶ谷しっぽ動物病院

神奈川県横浜市港南区最戸1-2-3

まるつか動物病院

神奈川県横浜市南区六ﾂ川4-1204-19

シンシア動物病院

神奈川県横浜市南区六ｯ川2-108-15

ふう動物病院

神奈川県横浜市金沢区西柴3-22-13

神奈川県横浜市磯子区洋光台5-3-22

茨木動物病院

神奈川県横浜市港南区港南台8-7-45

陽光台ペットクリニック



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒238-0014 TEL 046-823-4111

〒238-0023 TEL 046-835-1409

〒238-0041 TEL 046-825-6004

〒240-0044 TEL 045-333-6223

〒241-0005 TEL 045-955-5631

〒241-0014 TEL 045-373-2211

〒241-0821 TEL 045-363-0111

〒242-0004 TEL 046-263-1071

〒242-0008 TEL 046-274-1640

〒242-0029 TEL 046-264-8833

〒243-0014 TEL 046-281-7028

〒243-0033 TEL 046-247-9405

〒243-0201 TEL 046-242-2102

アイビー動物病院

神奈川県横須賀市本町3-12

上星川動物病院

神奈川県横須賀市森崎1-14-25

ひご動物病院

神奈川県横須賀市三春町1-5-10

石川犬猫病院

神奈川県横浜市旭区市沢町887-14

二俣川どうぶつ病院

神奈川県横浜市旭区白根7-15-6ﾗｲﾌ白根1F

きたがわ動物病院

神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町208-2

ファミリアペットクリニック

神奈川県大和市中央林間西5-4-26

オアシス動物病院

神奈川県大和市鶴間1-22-7

アキヨシアニマルクリニック

神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-1

たなか動物病院

神奈川県厚木市温水1059-2

まつもと動物病院

神奈川県厚木市旭町5-18-1ｾﾝｴｲﾋﾞﾙ102

吉岡動物病院

神奈川県大和市上草柳2-17-13

ぽてと動物病院

神奈川県厚木市上荻野820-1



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒243-0303 TEL 046-285-1834

〒243-0413 TEL 046-233-1540

〒244-0815 TEL 045-861-5111

〒245-0016 TEL 045-803-8033

〒246-0031 TEL 045-300-3083

〒247-0072 TEL 0467-44-1125

〒248-0013 TEL 0467-25-3217

〒248-0021 TEL 0467-24-0203

〒248-0025 TEL 0467-32-7732

〒250-0012 TEL 0465-21-3351

〒250-0055 TEL 0465-32-2322

〒251-0003 TEL 0466-22-1106

〒251-0037 TEL 0466-33-7789

神奈川県海老名市国分寺台5-13-3-2

布川犬猫病院

神奈川県愛甲郡愛川町中津2741-1

国分寺台動物病院

愛川どうぶつ診療センター

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷2-47-3

のっぽ動物病院

神奈川県横浜市泉区和泉町3940-8

たかまるどうぶつ病院

神奈川県横浜市戸塚区下倉田町273番地

いずみペットクリニック

神奈川県鎌倉市坂ﾉ下24-5-1

七里ガ浜ペットクリニック

神奈川県鎌倉市材木座1-10-3

なぎさ動物病院

神奈川県鎌倉市岡本2-12-2

オハナ動物病院

神奈川県小田原市久野752-2

柄沢どうぶつ病院

神奈川県小田原市本町1-10-7

こころ犬猫病院

神奈川県鎌倉市七里ｶﾞ浜東4-5-1

ミユキ動物病院

神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-9-18

神奈川県藤沢市柄沢260-1

アリス動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒251-0037 TEL 0466-33-5383

〒251-0037 TEL 0466-33-2552

〒251-0043 TEL 0466-36-0045

〒251-0875 TEL 0466-82-3737

〒252-0137 TEL 042-771-1112

〒252-0144 TEL 042-771-6663

〒252-0146 TEL 042-775-6922

〒252-0202 TEL 042-759-7383

〒252-0203 TEL 042-751-9293

〒252-0206 TEL 042-853-6363

〒252-0213 TEL 042-751-5222

〒252-0216 TEL 042-756-7000

〒252-0228 TEL 042-860-7187

神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-15-12

高石動物病院

水谷動物病院

神奈川県藤沢市本藤沢2-12-14

ほさか動物病院

神奈川県藤沢市辻堂元町4-7-22

りょうま動物病院

神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-2-23

イキイキ動物病院

神奈川県相模原市緑区大山町1-22

ふちのべ動物病院

神奈川県相模原市緑区東橋本1-12-13

コジマ橋本動物病院

神奈川県相模原市緑区二本松4-17-1

どうぶつ病院東橋本

神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-1石川ﾋﾞﾙ

村田動物クリニック

神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-2-41F

もん動物病院

神奈川県相模原市中央区淵野辺本町3-22-69

まり動物病院

神奈川県相模原市中央区並木3-19-21

神奈川県相模原市中央区清新8-1-6

ｈａｐｐｙ　ｏｈａｎａ　ｃｌｉｎｉｃ

神奈川県相模原市中央区すすきの町35-25

さがみ動物メディカルセンター



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒252-0232 TEL 042-753-7272

〒252-0235 TEL 042-758-1137

〒252-0244 TEL 042-763-1221

〒252-0244 TEL 042-764-3345

〒252-0314 TEL 042-765-1122

〒252-0332 TEL 042-747-9512

〒252-0344 TEL 042-757-2230

〒252-0815 TEL 0466-86-2080

〒253-0035 TEL 0467-82-9314

〒253-0101 TEL 0467-33-5686

〒253-0103 TEL 0467-74-7558

〒254-0018 TEL 0463-53-4522

〒254-0075 TEL 0463-31-2999

浜田動物病院

神奈川県相模原市中央区田名4794-3

相模原プリモ動物病院

神奈川県相模原市中央区相生4-11-3

木下動物病院

神奈川県相模原市中央区矢部1-25-8

こまき動物病院

神奈川県相模原市南区西大沼3-3-18

アテナ動物病院 相模原

神奈川県相模原市南区南台4-15-2

ちだペットクリニック

神奈川県相模原市中央区田名2804-9

ハート動物病院

神奈川県茅ヶ崎市浜須賀1-7

寒川北インター動物病院

神奈川県藤沢市石川675番地ｺｽﾓﾋﾙｽﾞ壱番館A

茅ヶ崎動物病院

神奈川県相模原市南区古淵2-10-1ｼﾞｬｽｺ相模原店1F

マーブル動物病院

神奈川県平塚市東真土1-7-15ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ105､106

福沢動物病院

神奈川県高座郡寒川町小谷4-10-28

アリサ動物病院

神奈川県高座郡寒川町倉見1184-1

こじま動物病院

神奈川県平塚市中原2-25-20



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒254-0807 TEL 0463-20-5520

〒254-0812 TEL 0463-22-3687

〒255-0003 TEL 0463-61-6750

〒256-0812 TEL 0465-47-8715

〒257-0012 TEL 0463-83-7755

〒257-0028 TEL 0463-26-8686

〒257-0031 TEL 0463-83-7222

〒259-0102 TEL 0463-73-4474

〒259-0123 TEL 0463-71-3932

〒259-0201 TEL 0465-68-1185

〒259-1131 TEL 0463-96-6035

〒259-1133 TEL 0463-95-0221

〒259-1202 TEL 0463-58-9922

神奈川県秦野市西大竹123-4

丹沢の森どうぶつ病院

神奈川県小田原市国府津2491-14

たちかわ動物病院

八重咲動物病院

神奈川県平塚市松風町4-1

神奈川県中郡二宮町二宮1269-10

カノンペットクリニック

神奈川県中郡大磯町生沢1145

ささき動物病院

神奈川県秦野市曽屋1-5-1

河田動物病院

神奈川県平塚市千須谷12

神奈川県伊勢原市東大竹1547-1

そが動物病院

神奈川県伊勢原市伊勢原3-8-10ﾗｲﾗｯｸﾏﾝｼｮﾝ1F

たけうち動物病院

神奈川県足柄下群真鶴町真鶴1810-14

いせはら動物病院

神奈川県中郡大磯町大磯1893-2

きたはら動物病院

神奈川県平塚市代官町33-1

大磯どうぶつ病院

平塚動物総合医療センター

神奈川県秦野市東田原90-5

米倉動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒259-1212 TEL 0463-59-1265

神奈川県平塚市岡崎3230-45

ふじみ野動物病院


