
【愛知県】 2019/5/27現在

郵便番号 電話番号

〒440-0001 TEL 0532-88-1000

〒440-0051 TEL 0532-62-2100

〒440-0051 TEL 0532-63-6008

〒441-0315 TEL 0533-76-5886

〒441-3421 TEL 0531-23-2023

〒441-8082 TEL 0532-33-2528

〒441-8117 TEL 0532-47-6808

〒443-0022 TEL 0533-67-6820

〒443-0042 TEL 0533-69-7711

〒444-0111 TEL 0564-63-5855

〒444-0124 TEL 0564-62-8300

愛知県額田郡幸田町深溝西池田28

愛知県額田郡幸田町大字高力字神山308

さんがね動物病院

愛知県豊橋市往完町字往還東50-1

マツモト動物クリニック

愛知県田原市田原町西山口23-3

こばやし動物病院

愛知県豊川市御津町大草上竹78-1

ペトリオ動物病院

愛知県蒲郡市御幸町5-29

つづき動物病院

愛知県蒲郡市三谷北通6-175

井口動物病院

愛知県豊橋市浜道町管石1-3

清水どうぶつ病院

ホーミどうぶつ病院

動物病院名

住所

愛知県豊橋市東雲町59

ファイン動物病院

愛知県豊橋市東雲町146

トピア動物病院

愛知県豊橋市下条西町郷前74

サン獣医

「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

〒444-0226 TEL 0564-43-1333

〒444-0801 TEL 0564-51-0937

〒444-0822 TEL 0564-53-6086

〒444-1162 TEL 0566-99-2811

〒444-2121 TEL 0564-66-0777

〒444-2144 TEL 0564-45-7461

〒445-0831 TEL 0563-54-2549

〒446-0053 TEL 0566-79-2211

〒446-0055 TEL 0566-77-6047

〒446-0071 TEL 0566-98-3758

〒452-0822 TEL 052-504-2480

〒452-0961 TEL 052-400-0805

〒454-0845 TEL 052-365-1299

愛知県名古屋市中川区馬手町1-11-3

愛知県清須市春日宮重119-1

オリーブ動物病院

愛知県名古屋市西区中小田井3-391

水野動物病院

愛知県西尾市下町神明下48-1

りんごの樹動物病院

愛知県岡崎市岩津町車塚5-1

ウチダ動物病院

愛知県岡崎市鴨田町池内93番地5

宇野獣医科病院（本院）

愛知県安城市今池町3-5-10

オギソ動物病院

愛知県安城市緑町2-10-2

あいち犬猫医療センター　杉浦犬猫病院

愛知県安城市高棚町蛭田52-2

ミドリペットクリニック

愛知県岡崎市中島町境56-1

中根犬猫病院

すきから動物病院

愛知県安城市小川町的場106-1

ライオン動物病院

愛知県岡崎市若松東1-8-22

さくらい動物病院

愛知県岡崎市美合新町12-11

岡崎南動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒455-0003 TEL 052-661-3575

〒455-0021 TEL 052-694-1125

〒455-0883 TEL 052-303-1291

〒456-0023 TEL 052-884-7957

〒458-0830 TEL 052-623-7809

〒458-0916 TEL 052-624-2815

〒460-0022 TEL 052-332-1138

〒461-0022 TEL 052-916-7433

〒462-0847 TEL 052-982-2790

〒463-0042 TEL 052-795-3411

〒463-0067 TEL 052-791-2881

〒463-0811 TEL 052-739-1299

〒464-0075 TEL 052-733-3565

愛知県名古屋市守山区深沢1-202

こざわ犬猫病院

愛知県名古屋市守山区守山3丁目4-13

もりやま犬と猫の病院

愛知県名古屋市守山区野萩町7-20

石川動物病院

愛知県名古屋市千種区内山2-14-14

愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間字愛宕西23-28

おおやぶ動物病院

愛知県名古屋市緑区姥子山5-201

みどり動物病院

愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11
ｲｵﾝ熱田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ4F

鎌倉台動物病院

愛知県名古屋市北区金城2-2-2

すずむら動物クリニック

愛知県名古屋市東区東大曽根町43-6

森村動物病院

愛知県名古屋市中区金山1-1-19

エム動物クリニック

小島獣医院

愛知県名古屋市港区知多二丁目2408

アテナ動物病院　熱田

愛知県名古屋市港区木場町2-99

中川犬猫病院

愛知県名古屋市港区辰巳町4-5

湯木どうぶつ病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒464-0858 TEL 052-733-1150

〒465-0025 TEL 052-776-1010

〒465-0063 TEL 052-705-8288

〒465-0073 TEL 052-701-1311

〒465-0091 TEL 052-772-6799

〒466-0845 TEL 052-851-0332

〒470-0115 TEL 0561-72-2266

〒470-0124 TEL 052-800-3866

〒470-0164 TEL 0561-39-1172

〒470-0200 TEL 0561-33-0212

〒470-1127 TEL 0562-92-6000

〒470-2102 TEL 0562-85-0480

〒471-0015 TEL 0565-88-1385

愛知県豊明市三崎町ゆたか台27-23

もねペットクリニック

愛知県西加茂郡三好町福谷竹ヶ花20

山田動物病院

愛知県愛知郡東郷町三ﾂ池4-8-10

サンライズ動物病院

愛知県豊田市上野町5-1-1

愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67の8
ｲｵﾝ東浦SC内

ダイゴペットクリニック

愛知県名古屋市名東区よもぎ台2-812

木村動物病院

愛知県名古屋市名東区高針原2-1511

アガペー動物病院

愛知県名古屋市名東区新宿2-298

カトウ動物病院

愛知県日進市浅田町平子4-314

なぐら動物病院

愛知県日進市折戸町笠寺山8-3

ペットクリニックあおき

愛知県名古屋市昭和区藤成通1-2ﾌｫﾚｽﾄKⅢ

かくい動物病院

愛知県名古屋市名東区上社1-506

牧の池どうぶつ病院

愛知県名古屋市千種区千種2-16-13
ｲｵﾝ千種ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内1F

上社ペットクリニック

アテナ動物病院　千種



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒471-0034 TEL 0565-33-0223

〒472-0005 TEL 0566-82-1121

〒472-0006 TEL 0566-82-5500

〒473-0934 TEL 0565-53-7133

〒474-0052 TEL 0562-47-0714

〒474-0052 TEL 0562-44-2466

〒474-0073 TEL 0562-48-5885

〒475-0925 TEL 0569-26-4040

〒477-0031 TEL 0562-33-1813

〒480-0305 TEL 0568-93-9130

〒480-1103 TEL 0561-63-4456

〒481-0041 TEL 0568-25-3150

〒482-0035 TEL 0587-37-6191

愛知県愛知郡長久手町岩作高山12-8

アイ動物病院

愛知県春日井市坂下町1-1579-19

バディ動物病院

愛知県東海市大田町寺下73

高蔵寺ペットクリニック

愛知県岩倉市鈴井町蔵前68-1

愛知県北名古屋市九之坪宮浦87-1

岩倉動物病院

愛知県大府市長草町杁口下80

山口動物病院

愛知県豊田市前林町行田40-2

長草どうぶつ病院

愛知県知立市山町桜馬場29

稲垣獣医科医院

愛知県半田市宮本町5-318-2

知多愛犬病院

愛知県大府市東新町2-166

ポポロ動物病院

愛知県大府市長草町田面84-10

斉藤動物病院

愛知県豊田市小坂本町1-7-13

コンドー獣医科病院

岩滝動物病院

なんよう動物病院

愛知県知立市新池3-55



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒482-0042 TEL 0587-66-1600

〒483-8228 TEL 0587-53-5755

〒484-0894 TEL 0568-67-1267

〒486-0812 TEL 0568-41-9741

〒486-0851 TEL 0568-82-6522

〒486-0918 TEL 0568-32-4400

〒486-0926 TEL 0568-82-9009

〒486-0955 TEL 0568-36-1236

〒488-0011 TEL 0561-55-4480

〒488-0839 TEL 0561-51-2011

〒489-0065 TEL 0561-88-1666

〒489-0066 TEL 0561-89-7400

〒489-0982 TEL 0561-97-8727

愛知県尾張旭市渋川町三丁目2-13

動物病院ソフィア

愛知県尾張旭市東栄町3-3-7

マリア動物病院

愛知県春日井市二子町2-1-1

みずこし動物病院

愛知県瀬戸市さつき台1-9

愛知県瀬戸市東横山町92ﾊﾞﾛｰ新瀬戸SC1階

てらざわ犬猫病院

愛知県瀬戸市西追分町43

ベッツアニマルクリニック瀬戸

愛知県春日井市大泉寺町292-342

しのぎ動物病院

愛知県犬山市羽黒大見下29

ペットクリニックりあん

愛知県江南市赤童子町桜道62

犬山動物病院

愛知県春日井市小野町4-7-5

平成動物病院

愛知県春日井市如意申町2丁目34-1

王子動物病院

愛知県春日井市篠木町2-30

かすがい動物病院

愛知県岩倉市中本町南加路桶20-13

あいち動物病院

千村どうぶつ病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒491-0132 TEL 0586-51-6699

〒491-0831 TEL 0586-71-8182

〒491-0932 TEL 0586-44-6032

〒492-8185 TEL 0587-32-7773

〒492-8208 TEL 0587-24-3380

〒494-0002 TEL 0586-43-2885

〒496-0913 TEL 0567-24-1329

〒496-0914 TEL 0567-32-1399

〒498-0016 TEL 0567-67-3833

〒498-0031 TEL 0567-65-8335

愛知県弥富市平島町中新田66-1

愛知県弥富市小島町下新田547-2

さくら動物病院

愛知県愛西市東條町嘉江口271

やとみ動物病院

愛知県愛西市西條町東善太197-4

服部動物病院

愛知県一宮市大和町毛受字辻畑91番地

大澤獣医科医院

愛知県一宮市森本5-23-31

一宮西動物病院

愛知県一宮市大字大毛字池田5-1

豊島犬猫病院

愛知県一宮市篭屋2-7-20

ごとう動物病院

愛知県稲沢市松下2丁目9-12

ふるはし動物病院

愛知県稲沢市日下部西町2-101-3

まえだ動物病院

きそがわペットクリニック


