
【東京23区】 2018/5/24現在

郵便番号 電話番号

〒103-0013 TEL 03-5651-3115

〒103-0014 TEL 03-5918-7887

〒104-0043 TEL 03-6222-3737

〒104-0043 TEL 03-3523-5075

〒104-0051 TEL 03-5144-5050

〒104-0054 TEL 03-6316-6129

〒106-0031 TEL 03-5464-1028

〒106-0032 TEL 03-3402-4105

〒106-0045 TEL 03-3457-8612

〒107-0052 TEL 03-3583-5852

〒107-0052 TEL 03-6459-1861

東京都中央区日本橋人形町3-11-8
ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ人形町ﾋﾞﾙ2F

日本橋動物病院

ペット自然療法院動物病院ＮＯＲＩＫＯ

動物病院名

住所

東京都中央区湊3-8-1ﾘｴﾄｺｰﾄｱﾙｸｽﾀﾜｰ1F

小野寺動物病院

東京都中央区湊3-18-16東海ﾋﾞﾙ1F

中央アニマルクリニック

東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-7

湊どうぶつ病院

東京都港区西麻布4-22-7西麻布ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ

花澤犬猫医院

東京都中央区勝どき3-11-9-1F

西麻布ペットクリニック

東京都中央区佃3-3-6

勝どき動物病院

東京都港区赤坂4-1-29赤菱ﾋﾞﾙ2F

ＤＤＣＪドッグホスピタル

東京都港区麻布十番2-8-5ﾒｿﾞﾝｱｻﾞﾌﾞﾃﾞｨｯｸｽ401

赤坂動物病院

東京都港区六本木5-5-8

麻布十番犬猫クリニック

東京都港区赤坂7-4-4

「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

〒108-0023 TEL 03-6459-4360

〒108-0072 TEL 03-3280-7703

〒110-0012 TEL 03-5603-2950

〒110-0013 TEL 03-3873-4798

〒111-0032 TEL 03-3874-2721

〒111-0034 TEL 03-3845-0011

〒111-0036 TEL 03-3843-3071

〒112-0012 TEL 03-3945-4976

〒113-0021 TEL 03-5319-1910

〒113-0023 TEL 03-3822-1199

〒113-0034 TEL 03-5816-1191

〒114-0023 TEL 03-5567-4111

〒114-0024 TEL 03-6903-4983

東京都港区白金1-16-5

まつもと動物病院

東京都港区芝浦2-1-11-2F

白金高輪動物病院

芝浦ペットクリニック

東京都台東区浅草4-40-7

相愛動物病院

東京都台東区入谷2‐2‐8

岩崎動物病院

東京都台東区竜泉3-23-7

安部動物病院

東京都文京区大塚3-19-10文京KSﾋﾞﾙ1F

本駒込動物病院

東京都台東区松が谷3-4-2

パティ動物病院

東京都台東区雷門1-15-11

おぎはら動物病院

東京都文京区湯島2-22-1

ティアハイムどうぶつ病院

東京都文京区向丘2-22-13

みのり動物クリニック

東京都文京区本駒込2-27-10本駒込SIﾋﾞﾙ1F

中畑動物病院

東京都北区西ヶ原1-25-3

東京都北区滝野川6-76-9

西ヶ原ローズ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒116-0001 TEL 03-3892-1066

〒116-0013 TEL 03-3894-7739

〒116-0014 TEL 03-3891-3366

〒116-0014 TEL 03-6410-4084

〒116-0014 TEL 03-5615-2466

〒120-0046 TEL 03-3870-1122

〒121-0062 TEL 03-3850-7178

〒121-0064 TEL 03-5686-0061

〒121-0812 TEL 03-3858-8150

〒121-0813 TEL 03-5851-7677

〒121-0813 TEL 03-3859-8075

〒123-0843 TEL 03-3887-1410

〒123-0852 TEL 03-3886-1456

東京都荒川区町屋4-1-23

動物・野澤クリニック

キムラ動物病院

東京都荒川区東日暮里2-42-11

もとらスマイル動物病院

東京都荒川区東日暮里1-32-1

アミン動物病院

東京都荒川区西日暮里6-56-3

ひろ動物病院

日暮里動物病院

東京都荒川区東日暮里6-11-1筆山ビル1F

東京都足立区保木間1-4-15

ＡＣプラザ苅谷動物病院　日光街道病院

東京都足立区南花畑4-1-19

渋谷動物病院

東京都足立区小台1-17-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ1F店内

桜花どうぶつ病院

東京都足立区竹の塚2-8-19ｽﾀｰﾊｲﾂ101

コジマ西新井動物病院

東京都足立区竹の塚2-1-10

小林動物病院

東京都足立区西保木間1-14-25

梅島動物病院

東京都足立区関原3-3-6

東京都足立区西新井栄町1-20-1ｱﾘｵ西新井店内

西新井動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒123-0865 TEL 03-3919-0791

〒123-0872 TEL 03-3854-1910

〒123-0873 TEL 03-3856-0028

〒124-0006 TEL 03-6323-2828

〒124-0012 TEL 03-5698-8196

〒124-0023 TEL 03-3696-7100

〒124-0024 TEL 03-5663-5777

〒125-0042 TEL 03-3609-7517

〒130-0005 TEL 03-3622-2200

〒131-0032 TEL 03-3618-5300

〒131-0041 TEL 03-3616-2822

〒131-0041 TEL 03-3611-1404

〒131-0043 TEL 03-3611-1000

東京都足立区新田3-5-8

関根動物病院

しんでん森の動物病院

東京都葛飾区立石5-4-5

ベルノス動物病院

東京都足立区扇3-4-9

ふじわら動物病院

東京都足立区江北1-29-12

東京獣医科医院

りお動物病院

東京都葛飾区堀切4-58-14

東京都葛飾区金町2-29-6

克美・動物病院

東京都葛飾区新小岩4-7-23-1F

金町アニマルクリニック

東京都葛飾区東新小岩3-4-16

仲野どうぶつ病院

東京都墨田区八広4-48-5

吉田動物病院

東京都墨田区東向島5-4-14

ひらの動物病院

東京都墨田区東駒形4-23-4

はせがわ動物病院

東京都墨田区立花1-10-3

東京都墨田区八広2-52-16

亀戸動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒132-0003 TEL 03-5666-5601

〒132-0024 TEL 03-3656-1817

〒133-0051 TEL 03-3672-6310

〒133-0052 TEL 03-3671-9749

〒133-0054 TEL 03-5664-3556

〒133-0055 TEL 03-6231-8699

〒133-0064 TEL 03-3676-7251

〒133-0065 TEL 03-3677-2152

〒133-0065 TEL 03-6638-3311

〒133-0073 TEL 03-3678-1682

〒134-0081 TEL 03-3675-1515

〒134-0083 TEL 03-3688-3040

〒134-0088 TEL 03-3686-8070

東京都江戸川区春江町2-48-14

マツモト動物病院

二條動物病院

東京都江戸川区東小岩2-4-12

しのざき動物病院

東京都江戸川区北小岩6-1-11

ながしまペットクリニック

東京都江戸川区一之江7-31-4

赤塚ペットクリニック

東京都江戸川区下篠崎町17-9

みずえ動物病院

東京都江戸川区西篠崎2-1-2

クロス動物病院

東京都江戸川区上篠崎4-14-14

モア・ペットクリニック

東京都江戸川区鹿骨1-62-9

西葛西ペットクリニック

東京都江戸川区南篠崎町1-13-20-101

上杉ペットクリニック

東京都江戸川区南篠崎町4-5-13

カンナ動物病院　瑞江分院

東京都江戸川区西葛西4-3-15

東京都江戸川区中葛西4-14-13

ＡＣプラザ苅谷動物病院　葛西橋通り病院

東京都江戸川区北葛西3-1-22

とおやま動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒134-0091 TEL 03-3869-0282

〒135-0002 TEL 03-3634-6377

〒135-0004 TEL 03-3631-1190

〒135-0004 TEL 03-3631-0819

〒135-0006 TEL 03-5624-2201

〒135-0013 TEL 03-3699-6090

〒135-0016 TEL 03-3644-3281

〒135-0021 TEL 03-3630-6678

〒135-0047 TEL 03-3643-4125

〒135-0052 TEL 03-5632-6566

〒135-0061 TEL 03-6220-0600

〒135-0062 TEL 03-5560-9912

〒135-0064 TEL 03-6457-1288

ふなぼり動物病院

東京都江東区森下5‐20‐2

動物愛護医院

東京都江東区住吉1丁目14-8

ＡＣプラザ苅谷動物病院　三ツ目通り病院

東京都江戸川区船堀6-1-12第5ｺｰｾｰﾏﾝｼｮﾝ1F

動物病院モルム

東京都江東区千田6-13

ケイ動物病院

東京都江東区常盤2-14-11TCSﾋﾞﾙ1階

とだ動物病院

東京都江東区森下2丁目1-1

林屋動物診療室清澄

東京都江東区富岡1丁目26-12

ＬＵＮＡペットクリニック潮見

東京都江東区白河1-4-18

アニマルメディカルクリニック

東京都江東区東陽4丁目10-14

清澄動物病院

東京都江東区東雲1丁目6-3

動物病院22時お台場医院

東京都江東区豊洲3-4-8ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ豊洲店内1F

しののめ動物病院

東京都江東区潮見2丁目6-1潮見駅前ﾌﾟﾗｻﾞ一番街

豊洲スマイル動物病院

東京都江東区青海1-3-15
お台場ﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝヴｨｰﾅｽﾌｫｰﾄ1階



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒135-8614 TEL 03-5534-9280

〒136-0071 TEL 03-5626-3030

〒136-0071 TEL 03-3681-2353

〒136-0071 TEL 03-5609-6023

〒136-0072 TEL 03-3638-1013

〒136-0072 TEL 03-3683-0977

〒136-0073 TEL 03-5617-7555

〒136-0073 TEL 03-3699-1793

〒136-0073 TEL 03-3699-5537

〒140-0001 TEL 03-6712-0653

〒140-0013 TEL 03-3763-7200

〒141-0001 TEL 03-3446-1212

〒142-0041 TEL 03-3781-5766

東京都江東区亀戸1丁目40-8J'sﾋﾞﾙ2F

江東獣医科病院

東京都江東区豊洲2-4-9-1F

動物の病院・ＫＩＳＳ

イリオペットクリニック

東京都江東区大島7丁目1-13

アル動物病院

東京都江東区亀戸6丁目31-28SIIﾋﾞﾙ1F

やまぐちペットクリニック

東京都江東区亀戸2丁目16-5

アテナ動物病院亀戸

東京都江東区北砂1丁目12-1

南砂どうぶつ病院

東京都江東区北砂3-12-7

磯貝動物病院

東京都江東区大島6丁目8-18

ＡＣプラザ苅谷動物病院　明治通り病院

東京都品川区南大井3-16-3

ノースアニマルクリニック

東京都品川区北品川1-22-21-1F

ロイヤルペットクリニック　大森海岸病院

東京都江東区北砂4-1-6

北品川どうぶつ病院

東京都品川区戸越1-3-3

東京都品川区北品川5-12-3

星動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒142-0042 TEL 03-3781-8659

〒142-0064 TEL 03-3784-0917

〒142-0064 TEL 03-3788-4688

〒143-0014 TEL 03-3762-5717

〒143-0023 TEL 03-3771-1313

〒144-0051 TEL 03-3751-3655

〒144-0052 TEL 03-3734-6427

〒144-0053 TEL 03-3733-6575

〒145-0061 TEL 03-6659-7671

〒145-0064 TEL 03-5754-1122

〒145-0064 TEL 03-3728-3511

〒145-0065 TEL 03-3729-3951

〒145-0071 TEL 03-5755-5741

東京都品川区豊町6-17-8

池田動物病院

佐藤動物病院

東京都大田区大森中1-11-1

山手動物病院

東京都品川区旗の台4-4-19

ナカ動物病院

東京都品川区旗の台2-11-2

古谷動物病院

東京都大田区蒲田5-48-11

吉村動物病院

東京都大田区西蒲田3-20-10

島田動物病院

東京都大田区山王2-7-2

おさだ獣医科病院

東京都大田区上池台5-38-2

平山動物病院

東京都大田区石川町2-28-2

上池台動物病院

東京都大田区蒲田本町2-6-9

さくら動物病院

東京都大田区田園調布1-35-9三慶ﾏﾝｼｮﾝ103

東京都大田区東雪谷1-1-2

かしま動物病院

東京都大田区上池台1-16-8

大恵動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒146-0082 TEL 03-6410-2208

〒146-0083 TEL 03-5747-0660

〒146-0085 TEL 03-5747-1831

〒146-0092 TEL 03-5732-2600

〒146-0092 TEL 03-3750-3405

〒150-0012 TEL 03-5420-0012

〒150-0012 TEL 0120-081-204

〒150-0013 TEL 03-6277-3889

〒150-0022 TEL 03-3793-7078

〒150-0046 TEL 03-3468-1109

〒151-0053 TEL 03-5465-0701

〒151-0071 TEL 03-3378-3366

〒152-0002 TEL 03-3792-7761

ウルトラ動物病院

池上アクア動物病院

東京都大田区池上4－24－14クオーレ1F

東京都大田区下丸子2-19-10

下丸子動物病院

東京都大田区久が原3-31-10

動物病院エル・ファーロ

東京都大田区千鳥1-4-6

ペットメディカル久が原

東京都渋谷区広尾1-9-15広尾宮田ｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ6F

ドッグズパレスクリニック

東京都渋谷区広尾5-24-1

往診獣医アニドック

東京都大田区下丸子4-3-4

ダクタリ動物病院　広尾セントラル病院

東京都渋谷区松濤2-3-10

代々木公園犬猫病院

東京都渋谷区恵比寿南3-7-7

アニマル・メディカル・センター

東京都渋谷区恵比寿3-14-7

代官山ペットクリニック

東京都目黒区目黒本町5-15-1

東京都渋谷区本町6-22-3

コダイラ動物病院

東京都渋谷区代々木5-64-5ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ白鳳代々木公園
1F

日本動物医療センター



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒152-0002 TEL 03-3760-2496

〒152-0022 TEL 03-3717-5137

〒152-0034 TEL 03-3717-6186

〒152-0035 TEL 03-3724-1013

〒154-0004 TEL 03-3412-4726

〒154-0005 TEL 03-3487-0120

〒154-0012 TEL 03-3421-7009

〒154-0012 TEL 03-3414-1923

〒154-0016 TEL 03-3428-2847

〒154-0021 TEL 03-3420-7711

〒156-0053 TEL 03-3439-0028

〒156-0054 TEL 03-3428-1433

〒157-0066 TEL 03-5429-8172

アール動物病院

東京都目黒区緑が丘1-5-22

センターヴィル動物病院

東京都目黒区柿の木坂2-1-18

安田獣医科医院

東京都目黒区目黒本町1-9-15

ラムジイ動物病院

東京都世田谷区三宿1-4-23

駒沢どうぶつ病院

東京都世田谷区太子堂5-16-4

笹木動物病院

東京都目黒区自由が丘1-15-18

三軒茶屋アニマルクリニック

東京都世田谷区弦巻4-6-14

吉池獣医科病院

東京都世田谷区駒沢2-20-6

ゆう動物病院

東京都世田谷区駒沢3-16-2

ヤマ動物病院

東京都世田谷区桜丘2-25-3第2ﾀｲﾕｰﾋﾞﾙ

みなみ成城動物病院

東京都世田谷区桜3-16-7

千歳船橋　あむ動物病院

東京都世田谷区豪徳寺1-38-11

ナガエ動物病院

東京都世田谷区成城7-17-5



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒157-0073 TEL 03-5494-1413

〒157-0077 TEL 03-3415-2212

〒158-0081 TEL 03-3701-9143

〒158-0083 TEL 03-3727-2330

〒158-0084 TEL 03-6425-9977

〒158-0093 TEL 03-3701-4074

〒158-0097 TEL 03-3707-0022

〒158-0098 TEL 03-3708-1990

〒160-0003 TEL 03-5941-7204

〒161-0031 TEL 03-3951-5780

〒162-0041 TEL 03-3207-9511

〒162-0045 TEL 03-3203-0011

〒162-0806 TEL 03-5225-6720

東京都世田谷区鎌田4-16-15

かわい動物病院

東京都世田谷区砧6-13-6ｼﾞﾍﾞ31階

たまがわ動物病院

アニマルクリニックピュア

東京都世田谷区東玉川2-41-16

かみのげ動物病院

東京都世田谷区奥沢3-8-14

ｊｏｙ動物病院

東京都世田谷区深沢5-6-4

玉川動物愛護病院

東京都世田谷区上用賀3-14-21

あおぞら動物病院

東京都世田谷区用賀4-18-9

ベルヴェット動物病院

東京都世田谷区上野毛1-17-10

ようが動物病院

東京都新宿区早稲田鶴巻町110

木村動物病院

東京都新宿区西落合4-17-12

わせだ動物病院

東京都新宿区本塩町10

ヨシザワ動物病院

東京都新宿区榎町45さくらﾋﾞﾙ1F

東京都新宿区馬場下町50番地

ミラ動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒164-0003 TEL 03-3371-3963

〒164-0014 TEL 03-3381-6492

〒165-0032 TEL 03-3310-4135

〒166-0001 TEL 03-3330-3020

〒166-0004 TEL 03-3393-2624

〒166-0012 TEL 03-3311-8888

〒167-0023 TEL 03-3395-1947

〒167-0051 TEL 03-3220-2717

〒167-0054 TEL 03-3331-3381

〒168-0064 TEL 03-5376-5344

〒168-0072 TEL 03-3290-1239

〒168-0081 TEL 03-5336-3940

〒169-0074 TEL 03-5338-6870

東京都中野区東中野1-13-26

山中動物病院

工藤動物病院

東京都杉並区阿佐谷北4-1-2

グリム動物病院

東京都中野区鷺宮4-37-14

阿佐谷ペットクリニック

東京都中野区南台5-26-14

つづき動物病院

東京都杉並区上井草3-1-19

グラース動物病院

東京都杉並区和田3-60-10

ナナどうぶつびょういん

東京都杉並区阿佐谷南3-5-1

Ｄ＆Ｃ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｔｈｅｒａｐｙ

東京都杉並区永福3-51-13

かじわら動物病院

東京都杉並区松庵2-19-15

パル動物病院

東京都杉並区荻窪5-4-9

東京動物医療センター

東京都新宿区北新宿1-36-3

東京都杉並区宮前2-10-9

トッキー動物病院

東京都杉並区高井戸東3-1-25

ペット家族



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒170-0004 TEL 03-3917-4796

〒170-0013 TEL 03-6907-0989

〒173-0012 TEL 03-3962-0345

〒174-0056 TEL 03-3966-7772

〒174-0072 TEL 03-3958-9110

〒175-0083 TEL 03-3935-6355

〒175-0083 TEL 03-6426-8681

〒176-0002 TEL 03-3993-2020

〒177-0045 TEL 03-6760-9911

〒177-0053 TEL 03-3920-2113

〒177-0053 TEL 03-3594-2500

〒179-0071 TEL 03-3939-3760

〒179-0085 TEL 080-6548-7171

久山獣医科病院

東京都板橋区大和町26-7

志村坂上動物病院

東京都豊島区東池袋2-25-2-1F

パインフィールド動物病院

東京都豊島区北大塚1-2-13

ＨＡＮＡ‐ＰＥＣＨＡ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ

東京都板橋区南常盤台1-14-11

アトム動物病院

東京都板橋区志村1-15-13

Ｐｅｔｃｌｉｎｉｃアニホス

東京都練馬区石神井台2-14-35

かざまペットクリニック

東京都練馬区桜台4-2-4

りあん動物病院

東京都板橋区徳丸3-16-4

桜台ペットクリニック

東京都練馬区早宮4-16-6

東京都練馬区旭町1-13-10

アニマルセンター26モナミ

東京都練馬区関町南2-6-24-2F

光が丘動物病院

東京都練馬区関町南4-24-13

コジマ練馬動物病院

東京都板橋区徳丸1-19-15

とくまる動物病院


