
【北海道】 2020/5/18現在

郵便番号 電話番号

〒001-0902 TEL 011-764-5311

〒001-0910 TEL 011-766-8611

〒001-0911 TEL 011-766-1122

〒002-0856 TEL 011-773-1010

〒002-8003 TEL 011-773-8228

〒002-8007 TEL 011-775-3001

〒002-8073 TEL 011-826-5380

〒003-0802 TEL 011-811-1925

〒003-0802 TEL 011-832-8320

〒003-0832 TEL 011-872-7171

〒003-0851 TEL 011-874-5511

北海道札幌市北区太平7条4丁目10番12号

ポッケ動物病院

北海道札幌市北区太平三条1-1-7

太平動物病院

北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-16

まえたに動物病院太平病院

北海道札幌市白石区菊水2条2丁目3-30-2

札幌総合動物病院　北郷

北海道札幌市白石区菊水2条1丁目

菊水小さな動物病院

北海道札幌市北区あいの里3条3丁目2-9

高橋動物病院

パルク動物病院

動物病院名

住所

北海道札幌市北区新琴似11条17丁目1-35

ＹＯＵ　ＰＥＴ　ＣＬＩＮＩＣ

北海道札幌市北区新琴似10条7丁目1-15

北の森どうぶつ病院

北海道札幌市北区新琴似2条6丁目3-8

ハヤシ犬猫病院

北海道札幌市白石区川北1条3丁目14番1号

北海道札幌市白石区北郷2条13丁目3-20

しょうだ動物病院

「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

〒004-0005 TEL 011-899-1122

〒004-0022 TEL 011-893-7171

〒004-0068 TEL 011-893-8877

〒004-0814 TEL 011-802-8805

〒004-0831 TEL 011-887-4880

〒004-0863 TEL 011-375-6191

〒004-0863 TEL 011-888-2828

〒004-0875 TEL 011-884-1453

〒005-0005 TEL 011-582-5009

〒006-0005 TEL 011-598-7111

〒006-0814 TEL 011-681-1212

〒006-0852 TEL 011-699-2129

〒007-0840 TEL 011-753-4916

札幌総合動物病院

森林公園どうぶつ病院

北海道札幌市清田区真栄1-2-2-25

北野動物病院

北海道札幌市厚別区厚別西2条1丁目3-7

すぎうらペットクリニック

北海道札幌市厚別区厚別南3丁目2-7

いせき動物病院

北海道札幌市厚別区厚別東5条8丁目1-31

HaRel animal clinic

北海道札幌市清田区美しが丘4条5丁目1-10

ノルド動物病院

北海道札幌市清田区北野三条３丁目1-1

北海道札幌市南区澄川五条11丁目2-2

なかがわアニマルクリニック

北海道札幌市清田区平岡5条3丁目10-22

札幌緑が丘動物病院

北海道札幌市清田区北野3条5丁目21-12

平岡動物病院

北海道札幌市手稲区星置2条4丁目7-38

星野獣医科病院

北海道札幌市手稲区前田4条8丁目1-3

アニマルクリニックおかもと

北海道札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目11-30

えのもと動物病院

北海道札幌市東区北40条東5丁目1-1



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒041-0806 TEL 0138-45-8855

〒042-0942 TEL 0138-52-8009

〒047-0002 TEL 0134-33-8612

〒047-0015 TEL 0134-24-2828

〒049-0156 TEL 0138-74-3222

〒051-0012 TEL 0143-23-7227

〒052-0015 TEL 0142-23-7311

〒059-0015 TEL 0143-85-7655

〒059-0902 TEL 0144-82-5636

〒059-1271 TEL 0144-67-8642

〒060-0002 TEL 011-642-1001

〒060-0004 TEL 011-231-1024

〒061-1103 TEL 011-374-2211

北海道小樽市潮見台1-14-22

Ａ．Ｏ．動物病院

北海道函館市柏木町41-15

アイラ動物病院

昭和動物病院

北海道室蘭市山手町1-3-10

たぶち動物病院

北海道北斗市中野通3-22-1

内山動物病院

北海道小樽市住吉町13-5

学園通り北斗犬ねこ病院

シーゴ動物病院

北海道函館市美原1丁目9-20

北海道白老郡白老町若草町1-8-4

おのだ動物病院

北海道登別市新川町1-2-2

ハラマキファームクリニック

北海道伊達市旭町26-60

奥山獣医科登別医院

北海道札幌市中央区北四条西14丁目1-6
ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ植物園101

新札幌ラパス動物病院

北海道札幌市中央区北2条西17-1ｰ11

ガルドアニマルクリニック

北海道苫小牧市澄川町2丁目1番23号

表参道ペットクリニック

北海道北広島市虹ヶ丘8-2-6



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒061-1144 TEL 011-373-9912

〒061-1277 TEL 011-370-3500

〒061-1371 TEL 0123-39-7221

〒061-1424 TEL 0123-34-4545

〒061-2283 TEL 011-596-1511

〒061-3223 TEL 0133-77-6689

〒062-0001 TEL 011-841-0729

〒062-0034 TEL 011-857-2210

〒062-0041 TEL 011-857-7661

〒063-0003 TEL 011-622-1122

〒063-0033 TEL 011-671-6558

〒063-0037 TEL 011-665-0890

〒063-0825 TEL 011-665-5400

北海道北広島市大曲光2丁目1-4

ムー動物病院

北海道北広島市白樺町1-8-8

のぞみの動物病院

やすだ動物病院

北海道札幌市豊平区美園1条5-1-37

玉井動物病院

北海道札幌市南区藤野3条11丁目10-28

ノア動物病院

北海道恵庭市大町4-2-1

南札幌動物病院

菜の花どうぶつ病院

北海道恵庭市恵み野東5丁目12-8

もぐもぐ動物病院

北海道石狩市緑苑台東三条3丁目237

北海道札幌市西区山の手三条11-2-6

Ｋ-アニマルクリニック

北海道札幌市豊平区福住1条4丁目9-11

山の手動物病院

北海道札幌市豊平区西岡4条6-9-23

羊ケ丘どうぶつ病院

北海道札幌市西区発寒五条3丁目1-23

北海道札幌市西区西野7条2丁目8-10

発寒動物病院

北海道札幌市西区西野3条10丁目10-6

西野アニマルクリニック



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒064-0811 TEL 011-512-1203

〒064-0916 TEL 011-551-6663

〒064-0952 TEL 011-612-2211

〒064-0954 TEL 011-612-7855

〒065-0016 TEL 011-722-3456

〒066-0072 TEL 0123-42-5805

〒066-0078 TEL 0123-23-0055

〒067-0063 TEL 011-381-8181

〒067-0073 TEL 011-380-6110

〒068-0010 TEL 0126-35-1668

〒068-0028 TEL 0126-25-1103

〒070-8004 TEL 0166-60-4417

〒071-0251 TEL 0166-92-8686

セントラルペットクリニック

北海道札幌市中央区宮の森2-6-2-10

宮の森アニマルホスピタル

北海道札幌市中央区南16条西18丁目2-21

星川動物病院

北海道札幌市中央区南11条西14丁目

ノースアニマルクリニック

北海道千歳市自由ヶ丘3丁目3-4

新千歳動物病院

北海道札幌市東区北16条東7丁目2番10号

自由ヶ丘ペットクリニック

北海道札幌市中央区宮の森4条10丁目3-14

中の道動物病院

北海道江別市弥生町1-14

にいだ動物病院

北海道江別市上江別西町38番地の4

リンクス動物病院

北海道千歳市勇舞5-1-1

ぱんだ動物病院

北海道旭川市神楽4条13丁目8-9

美瑛憩が丘どうぶつクリニック

北海道岩見沢市8条西18丁目

ハート動物医療センター

北海道岩見沢市10条東4丁目2番1

真山動物病院

北海道上川郡美瑛町憩が丘1-3



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒078-8373 TEL 0570-09-2211

〒080-0054 TEL 0155-34-2274

〒080-0111 TEL 0155-32-2511

〒080-0311 TEL 0155-32-3205

〒080-0804 TEL 0155-24-9567

〒080-0854 TEL 0155-47-2057

〒080-2472 TEL 0155-35-1431

〒085-0057 TEL 0154-37-1000

〒085-0814 TEL 0154-43-2030

〒086-1156 TEL 0153-73-2029

〒088-0616 TEL 0154-36-5280

〒089-0535 TEL 0155-21-5116

〒096-0010 TEL 01654-9-7733

ユニ動物病院

北海道帯広市南町東四条8-38-1

22条動物病院

北海道帯広市東4条南6丁目1

にれの木動物病院

北海道河東郡音更町南鈴蘭北3-9-24

中川動物病院

緑の森どうぶつ病院　旭神病院

北海道旭川市旭神3条2丁目1-8

北海道名寄市大通南10丁目1-1

北海道釧路市緑ｹ岡6丁目12番26号

青い鳥動物病院

北海道釧路市愛国西2丁目1-3

みどりがおか動物病院

北海道帯広市西22条南3丁目6

あわづ犬猫専門病院

北海道中川郡幕別町札内桜町112-2

公園通り動物病院

北海道釧路郡釧路町曙3-2-5

あかしや動物病院

北海道標津郡中標津町並美ヶ丘1-46-3

イセ動物病院

北海道河東郡音更町木野大通東3-1-11

すずらん動物病院

北海道帯広市柏林台北町2-7

むろや動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒096-0071 TEL 01654-9-2677

〒099-2104 TEL 0157-56-3400

〒099-5172 TEL 0158-23-2190

北海道紋別市渚滑町元新3-176-3

北海道北見市端野町端野16-1

もんべつ動物病院

北海道名寄市徳田105-68

たんの動物病院

さんぺい動物病院


