
【埼玉県】 2017/6/28現在

郵便番号 電話番号

〒330-0803 TEL 048-647-6469

〒330-0851 TEL 048-654-0405

〒330-0851 TEL 048-662-1200

〒330-0852 TEL 048-637-0280

〒330-0854 TEL 048-640-3612

〒330-0854 TEL 048-631-1013

〒331-0052 TEL 048-625-5430

〒331-0811 TEL 048-654-2970

〒331-0812 TEL 048-652-2777

〒331-0813 TEL 048-669-0066

〒332-0023 TEL 048-254-3390

埼玉県川口市飯塚3-6-28

埼玉県さいたま市西区三橋6丁目1612-10

ペットランドどうぶつ病院（ステラタウン病院）

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-725-2

やまき動物病院

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-677

パスカル動物病院

埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目820-5
ﾎｰﾑｽﾞ宮原店内1F

青葉ペットクリニック

埼玉県さいたま市北区宮原町2-95-3

大宮スマイル動物病院

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1ｽﾃﾗﾀｳﾝ内2F1340

滝沢犬猫鳥の病院

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-377-2

山崎どうぶつ病院

氷川の杜動物病院

動物病院名

住所

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-203

桜どうぶつ病院

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-261-3

アレイ動物病院

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-535-1

おおた動物病院

「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

〒332-0035 TEL 048-420-9415

〒333-0805 TEL 048-295-0200

〒333-0807 TEL 048-297-8770

〒333-0834 TEL 048-288-7111

〒333-0842 TEL 048-266-6611

〒333-0845 TEL 048-262-7627

〒333-0866 TEL 048-268-7679

〒334-0002 TEL 048-286-0800

〒334-0003 TEL 048-283-0827

〒335-0003 TEL 048-441-2554

〒335-0034 TEL 048-421-8030

〒336-0015 TEL 048-883-1010

〒336-0025 TEL 048-837-6566

埼玉県さいたま市南区文蔵2-12-21

埼玉県さいたま市南区太田窪1964

やまなか動物病院

埼玉県鳩ｹ谷市本町2-9-12

はとがや動物病院

埼玉県川口市芝6990-14

ピジョン動物愛護病院

埼玉県川口市上青木西4-12-6

ピア動物病院

埼玉県戸田市笹目4‐19-16

ふくろう動物病院

埼玉県蕨市南町2-31-21

戸田動物病院

埼玉県鳩ヶ谷市坂下町3-31-15

ワラビー動物病院

埼玉県川口市戸塚鋏町7-5

シュクレアニマルホスピタル

埼玉県川口市西青木3-10-7ﾚｽﾎﾟﾜｰﾙ小陽1F

かわい動物病院

アステール動物病院

埼玉県川口市前川4-24-5

上青木アニマルクリニック

埼玉県川口市安行領根岸3180

池谷犬猫鳥の病院

埼玉県川口市長蔵1-16-19ｸﾚｱｰﾚ1F

グリーン動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒336-0032 TEL 048-839-5704

〒336-0926 TEL 048-874-9912

〒336-0976 TEL 048-812-0068

〒337-0005 TEL 048-683-5665

〒337-0042 TEL 048-682-7878

〒338-0004 TEL 048-852-6678

〒338-0006 TEL 048-857-8161

〒338-0011 TEL 048-823-7877

〒338-0013 TEL 048-852-1635

〒339-0005 TEL 048-758-9015

〒340-0114 TEL 0480-43-6111

〒340-0807 TEL 048-996-6282

〒341-8550 TEL 048-950-1271

埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1
ららぽｰと新三郷1Fﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｽ内

埼玉県八潮市新町170

アテナ動物病院　ららぽーと新三郷

埼玉県幸手市東5-8-21

くさの動物病院

埼玉県さいたま市中央区八王子3-20-10

与野スマイル動物病院

埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝﾓｰﾙ与野1F

ベアーズ動物病院

埼玉県さいたま市見沼区南中野670-5

イオン動物病院　与野

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-5-3

幸手動物病院

埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-10

ＯＲＵＫＡペットクリニック

埼玉県さいたま市中央区新中里3-20-30
島忠ﾎｰﾑｽﾞ与野店

さいたま中央動物予防医療センター　長沢動物病院

埼玉県さいたま市南区四谷3-7-5

ドルフィンアニマルホスピタル

南埼玉動物病院

埼玉県さいたま市見沼区小深作565-71

サカイ動物病院

埼玉県さいたま市緑区寺山字下145
ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ浦和美園店内

片岡愛犬病院

埼玉県さいたま市緑区東浦和4-8-14

ライフ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒343-0022 TEL 0489-76-2194

〒343-0025 TEL 048-978-1511

〒343-0025 TEL 048-969-2511

〒343-0818 TEL 048-964-5121

〒343-0821 TEL 048-969-0250

〒343-0832 TEL 048-961-5110

〒344-0113 TEL 048-745-4871

〒345-0821 TEL 0480-33-0666

〒346-0014 TEL 0480-23-3525

〒346-0115 TEL 0480-85-8057

〒347-0063 TEL 0480-65-6714

〒348-0033 TEL 048-563-5699

〒349-0127 TEL 048-769-4901

埼玉県羽生市須影1024-4

八木動物病院

埼玉県加須市久下5-255-2

松田犬猫病院

埼玉県南埼玉郡菖蒲町小林3697-4

まつむら犬猫病院

埼玉県蓮田市見沼町14-13

埼玉県越谷市南町3-9-23

森田動物病院

埼玉県越谷市瓦曽根1-22-11SKﾊｲﾑ1F

グレース動物病院

埼玉県越谷市越ヶ谷本町9-14

ほーむず動物病院

埼玉県久喜市吉羽3-1-16

長谷川動物病院

埼玉県南埼玉郡宮代町中央2-12-10

タケダ動物病院

埼玉県春日部市新宿新田327-318

たかやなぎ動物病院

ひかり動物病院

埼玉県越谷市大澤3175

原動物病院

埼玉県越谷市大沢3-22-18ｻﾝﾗｲｽﾞ北越谷1F

ひまわり動物病院

埼玉県越谷市東大沢3-233

かさなみ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒349-0143 TEL 048-769-1132

〒349-0212 TEL 0480-93-6447

〒350-0026 TEL 049-235-8551

〒350-0046 TEL 049-225-0115

〒350-0231 TEL 049-284-9110

〒350-0269 TEL 049-289-4855

〒350-0275 TEL 049-281-2145

〒350-0823 TEL 049-223-9911

〒350-1101 TEL 049-232-0481

〒350-1102 TEL 049-234-3111

〒350-1131 TEL 0492-44-8427

〒350-1175 TEL 049-232-9549

〒350-1213 TEL 0429-89-9397

埼玉県川越市岸町1-14-28

山田動物病院

埼玉県川越市的場北1-4-21

タブチ動物病院

埼玉県川越市的場565-5

ウィル動物病院

埼玉県日高市高萩590-5

埼玉県川越市笠幡121-1

かしま動物病院

埼玉県坂戸市泉町2-10-6

にっさい動物病院

埼玉県川越市菅原町6-2

えんだ動物病院

埼玉県川越市泉町4-8ｳﾆｸｽ南古谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

動物病院　川越

埼玉県川越市神明町7-7

川越どうぶつ医療センター

埼玉県坂戸市伊豆の山町21-9

あい動物病院

埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-18-14

カティー動物病院

埼玉県白岡市新白岡3-55-10

こうはしペットクリニック

埼玉県蓮田市城518-2

すぎた動物病院

柿沼動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒350-1314 TEL 04-2999-3630

〒350-1331 TEL 042-900-8777

〒350-1335 TEL 04-2954-8919

〒350-2204 TEL 049-286-3847

〒350-2211 TEL 049-279-0880

〒352-0003 TEL 048-486-8122

〒353-0001 TEL 048-476-2788

〒353-0007 TEL 048-474-1222

〒355-0047 TEL 0493-35-3265

〒356-0037 TEL 049-266-6321

〒356-0058 TEL 049-256-2566

〒357-0021 TEL 042-972-9018

〒358-0002 TEL 04-2966-1031

埼玉県ふじみ野市福岡武蔵野10-3

さくら動物病院

埼玉県東松山市高坂1201-2-2

こばやし動物病院

埼玉県志木市柏町4-2-12

高坂どうぶつ病院

埼玉県入間市東町7-2-7

埼玉県飯能市双柳694-1

林宝どうぶつ病院

埼玉県ふじみ野市大井中央4-21-16

ベル動物病院

埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘98-15

埼京ペットクリニック

埼玉県狭山市柏原3161-106

ちば動物病院

埼玉県狭山市新狭山2-6-9

アニマルクリニックらぶ

埼玉県志木市上宗岡5-9-13

志木いわい動物病院

埼玉県新座市北野1-2-16

ヒロキ動物病院

埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-35-8

ふじわら動物病院

埼玉県狭山市加佐志532-10

パスカル動物病院

もみの木動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒358-0011 TEL 04-2963-7457

〒359-0026 TEL 04-2992-5005

〒359-1106 TEL 04-2903-7500

〒360-0015 TEL 048-528-6003

〒360-0034 TEL 048-521-0966

〒362-0034 TEL 048-771-4177

〒362-0063 TEL 048-726-0090

〒362-0074 TEL 048-775-3338

〒362-0804 TEL 048-723-1167

〒363-0012 TEL 048-778-6610

〒363-0025 TEL 048-787-0166

〒364-0006 TEL 048-592-2152

〒364-0013 TEL 048-593-1984

埼玉県北本市中丸5-265

埼玉県北足立郡伊奈町本町2-21

すずらん動物病院

埼玉県上尾市春日1-2-53

伊奈ペットクリニック

埼玉県上尾市小泉377-97

フジタ動物病院

埼玉県北本市北本3-140

かつき動物病院

埼玉県桶川市下日出谷466-2

どうぶつ小鳥の病院ワイズ

埼玉県桶川市末広1-1-1

クローバー動物病院

埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-719-1

かとうどうぶつ病院

埼玉県所沢市牛沼415-6

狭山ヶ丘動物病院

埼玉県入間市下藤沢442-10

航空公園動物病院

埼玉県上尾市愛宕2丁目24番8号

井上動物病院

埼玉県熊谷市万平町2-110-1

上林犬猫病院

埼玉県熊谷市肥塚1200-4

アニマルクリニックかずね

アリスどうぶつクリニック



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒365-0039 TEL 048-542-5094

〒366-0052 TEL 048-573-0040

〒366-0802 TEL 048-574-1504

〒367-0032 TEL 0495-24-7911

〒368-0021 TEL 0494-23-6624

〒369-0116 TEL 048-594-8934

埼玉県深谷市上柴町西1-8-8

深谷動物病院

埼玉県鴻巣市東3-11-14

小山ペットクリニック

こうのす動物病院

埼玉県鴻巣市北新宿225-1ｳﾆｸｽ鴻巣1F

埼玉県秩父市下宮地町18-22

ペットクリニック鴻巣

埼玉県本庄市栗崎5-2

ちちぶ動物病院

埼玉県深谷市桜ヶ丘215

大野犬猫病院


