
【大阪府】 2017/6/28現在

郵便番号 電話番号

〒530-0016 TEL 06-6359-1700

〒530-0043 TEL 06-6354-4140

〒531-0074 TEL 06-6375-8555

〒532-0025 TEL 06-6308-7211

〒533-0004 TEL 06-6370-0322

〒533-0012 TEL 06-6329-1390

〒534-0027 TEL 06-6351-0265

〒535-0022 TEL 06-6955-1250

〒535-0022 TEL 06-6958-2211

〒537-0013 TEL 06-6732-4191

〒543-0051 TEL 06-6773-1056

大阪府大阪市旭区新森4-6-21

あさひ動物病院

大阪府大阪市都島区中野町3-5-25

ぎん動物病院

大阪府大阪市東淀川区大道南3-1-10

ブーケ動物病院

大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-5-3

大阪府大阪市東成区大今里南6-2-6

夕陽丘動物病院

大阪府大阪市旭区新森5-4-31

しのべ動物病院

大阪府大阪市北区天満3丁目2-16

フレックス動物病院

大阪府大阪市北区中崎2-1-4

松原動物病院天満橋医療センター

うめだ東動物病院

動物病院名

住所

大阪府大阪市東淀川区小松1-11-24

ロッキー動物病院

大阪府大阪市淀川区新北野3-12-24

はやし動物病院

大阪府大阪市北区本庄東2-2-21階

くんくん動物病院

「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

〒544-0015 TEL 06-6793-4121

〒545-0005 TEL 06-6628-6873

〒545-0021 TEL 06-6624-3512

〒545-0037 TEL 06-6658-1928

〒546-0003 TEL 06-6705-4970

〒546-0003 TEL 06-6701-1146

〒547-0016 TEL 06-6708-6436

〒547-0026 TEL 06-6769-1212

〒550-0014 TEL 06-6567-8356

〒551-0001 TEL 06-6551-5106

〒552-0012 TEL 06-6599-0011

〒554-0014 TEL 06-6469-1122

〒555-0033 TEL 06-6474-3345

大阪府大阪市西淀川区姫島5-1-5

大阪府大阪市西区北堀江1-17-1Cor1階

大正動物医療センター

大阪府大阪市平野区喜連西3-17-17

プラーナ和漢自然医療アニマルクリニック

大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7

マック動物病院

大阪府大阪市此花区四貫島1-7-4

松本動物病院

大阪府大阪市港区市岡1-5-23

このはな動物病院

大阪府大阪市大正区千島2-1-7

いちおかペット予防クリニック

大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目1-8-102
ｸﾞﾚｰｽｺｰﾄｼｰﾀﾞｰﾊﾞﾚｰ1階

ファミリア動物病院

大阪府大阪市阿倍野区三明町2-7-16

アニマルホスピタルきずな

大阪府大阪市生野区巽南5-1-6ｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｲﾂ

大河動物病院

大阪府大阪市東住吉区今川7-15-3ﾒｿﾞﾝﾐﾚｰﾅ1階

南大阪動物医療センター

大阪府大阪市東住吉区今川4-22-17

エミ動物病院

大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-7-3

横田動物病院

こてつ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒557-0014 TEL 06-6651-7526

〒557-0054 TEL 06-6655-3153

〒558-0003 TEL 06-6693-4801

〒560-0041 TEL 06-6843-4068

〒560-0054 TEL 06-6840-0456

〒560-0082 TEL 06-6833-9130

〒560-0083 TEL 06-6871-5355

〒561-0802 TEL 06-6862-9900

〒561-0871 TEL 06-6337-1580

〒562-0036 TEL 072-737-8511

〒562-0043 TEL 072-724-2966

〒563-0012 TEL 072-739-7007

〒563-0023 TEL 072-762-0101

大阪府池田市井口堂1-12-10

大阪府池田市東山町568-1

アルプス動物病院

大阪府豊中市曽根東町2-9-3

バオ動物病院

大阪府豊中市新千里西町3-2-7

パナシア動物病院

大阪府豊中市新千里東町3-6-114東町近隣ｾﾝﾀｰ内

ハッピー動物病院

大阪府箕面市桜井3丁目3-38

直美動物病院アントレポット

大阪府箕面市船場西3-8-8千里ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

セラピィス動物病院

大阪府豊中市東寺内町5-38ﾀﾊｼﾊｲﾂ1F

千里どうぶつ病院

大阪府大阪市西成区千本中2-5-20ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ千本1F

長居動物病院

大阪府大阪市西成区天下茶屋2-4-7

らく動物病院

パル動物病院

大阪府豊中市桜の町1-3-16

千里ニュータウン動物病院

大阪府豊中市清風荘2-6-15

アルファ動物病院

大阪府大阪市住吉区長居1-15-14

アニマ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒563-0033 TEL 072-763-3680

〒563-0037 TEL 072-751-9775

〒563-0103 TEL 072-738-1811

〒564-0062 TEL 06-6384-1113

〒565-0085 TEL 06-6380-5638

〒565-0804 TEL 06-6816-8270

〒565-0834 TEL 06-6816-7887

〒566-0001 TEL 06-6388-5419

〒567-0027 TEL 072-625-6409

〒567-0034 TEL 072-622-1717

〒567-0044 TEL 072-621-0033

〒569-1137 TEL 072-690-2288

〒572-0030 TEL 072-838-0233

大阪府寝屋川市池田本町20-23

大阪府高槻市岡本町5-32

たきもと動物病院

大阪府茨木市穂積台2-41

北大阪ペットメディカルプラザ

大阪府吹田市五月が丘北22-8

安田獣医科病院

大阪府吹田市新芦屋上23-3

シェル動物病院

大阪府吹田市千里山西6-63-27-101

千里丘ペットクリニック

大阪府茨木市中穂積1-6-45

イーズペットクリニック

大阪府茨木市西田中町3-7

動物メディカルセンター

大阪府摂津市千里丘1-11-9

ハロー動物病院

大阪府池田市住吉1-8-23

ベル動物病院

ベーネ動物病院

大阪府吹田市垂水町3-4-321F

アイン動物病院　南千里病院

大阪府豊能郡豊能町東ときわ台7-1-6

吹田どんぐり動物病院

大阪府池田市八王寺1-1-22

フランシスアニマルクリニック



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒572-0080 TEL 072-802-0911

〒572-0820 TEL 072-820-0799

〒573-0102 TEL 072-856-7070

〒573-0107 TEL 072-896-1013

〒573-0124 TEL 072-808-3555

〒573-0136 TEL 072-859-1122

〒573-1133 TEL 072-809-0200

〒573-1146 TEL 072-868-3567

〒573-1152 TEL 072-857-2329

〒574-0046 TEL 072-873-5909

〒575-0003 TEL 072-876-7607

〒576-0016 TEL 072-894-1790

〒576-0036 TEL 072-891-6065

大阪府交野市星田5-4-1

交野動物病院

大阪府四條畷市岡山東2丁目2の32

うんの獣医科病院

大阪府大東市赤井2-3-10

たかはし動物病院

大阪府交野市森北1-4-5

大阪府枚方市春日西町2-2-1ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ内

あおぞら動物病院

大阪府枚方市津田南町2-10-10

藤森獣医科院

大阪府枚方市長尾宮前1-2-7

イデア動物病院

大阪府枚方市招提中町1-7-13

大東犬猫病院

大阪府枚方市牧野阪1-23-19

武藤ペットクリニック

大阪府枚方市招提元町2丁目8-26

マキノ動物病院

山田犬猫病院

大阪府枚方市長尾家具町2-17-15

ながおペットクリニック

大阪府寝屋川市中木田町13-10

山本動物病院

大阪府寝屋川市香里北之町2-1

ひまわり動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒577-0063 TEL 06-6782-2118

〒577-0803 TEL 06-6224-1277

〒577-0841 TEL 06-6720-5511

〒578-0931 TEL 072-962-4462

〒579-8027 TEL 072-987-6737

〒579-8057 TEL 0729-82-2765

〒580-0026 TEL 072-330-3191

〒581-0021 TEL 072-998-6292

〒582-0006 TEL 072-971-1500

〒583-0033 TEL 072-954-5630

〒583-0852 TEL 072-956-9211

〒585-0002 TEL 0721-93-6632

〒586-0023 TEL 0721-54-5335

大阪府羽曳野市古市6-18-4

パル動物病院

大阪府藤井寺市小山1-2-37

畠山獣医科診療所

大阪府柏原市清洲2-3-14

藤井寺動物病院

大阪府河内長野市野作町3-67

大阪府南河内郡河南町一須賀763-6

大門動物病院

大阪府東大阪市東山町14-8

ひょうたん山動物病院医療センター

大阪府東大阪市花園東町2丁目4-26

石切動物病院

大阪府東大阪市足代3丁目12-9

花園動物病院

大阪府八尾市山本高安町2-1-10

柏原獣医科医院

大阪府松原市天美我堂4-10-28ﾛｰｽﾞﾏﾝｼｮﾝ102

塩田動物病院

大阪府東大阪市御幸町3-37

田中動物病院

大阪府東大阪市下小阪1丁目21-5

くぼた動物病院

大阪府東大阪市川俣1丁目5番5号

アリスどうぶつ病院

寺田動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒587-0051 TEL 072-362-1391

〒589-0022 TEL 072-366-3785

〒590-0451 TEL 0724-53-0298

〒591-8024 TEL 072-240-8810

〒591-8025 TEL 072-252-7262

〒592-8334 TEL 072-243-2210

〒593-8303 TEL 072-270-1124

〒594-0003 TEL 0725-44-0209

〒595-0024 TEL 0725-33-1176

〒597-0074 TEL 072-431-0888

〒598-0000 TEL 072-463-0366

〒599-8251 TEL 072-277-8202

〒599-8265 TEL 072-260-5512

大阪府貝塚市加治43-8ﾕﾀｶﾋﾞﾙ1F

フレンド動物病院

大阪府泉大津市池浦町1-2-23

カナイ動物病院

大阪府和泉市太町565-3鶴山台ﾋﾞﾙ1F

さつき動物病院

大阪府堺市中区八田西町1-1-16

大阪府堺市平井240の8

八田西動物病院

大阪府泉佐野市高松町6832-3

谷動物病院

大阪府堺市北区黒土町2323-1ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ三国ヶ丘東店内

新金岡動物病院

大阪府泉南郡熊取町野田3-2297-1

しもむら動物病院

大阪府大阪狭山市西山台3-1-5

泉南動物病院

大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町5-12-7

鶴山台動物病院

大阪府堺市西区浜寺石津町中2-9-20

柴田動物病院

大阪府堺市北区長曽根町1197-1-2

マイシャ動物病院

大阪府堺市美原区北余部461-7

和田山動物病院

美原獣医科病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒599-8273 TEL 072-279-9508

大阪府堺市中区深井清水町3493-2

深井動物病院


