
【東京都下】 2018/11/29現在

郵便番号 電話番号

〒100-0101 TEL 04992-2-2882

〒180-0002 TEL 0422-22-7728

〒180-0003 TEL 0422-43-5275

〒180-0004 TEL 0422-29-7887

〒180-0006 TEL 0422-54-5181

〒181-0001 TEL 0422-24-0661

〒181-0012 TEL 0422-52-7710

〒181-0013 TEL 0422-45-1890

〒182-0025 TEL 0424-84-5719

〒182-0035 TEL 042-482-1441

〒183-0046 TEL 042-576-1179

東京都大島町元町2-2-13

本宿犬猫病院

大島ペットクリニック

動物病院名

住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-30-9

三鷹獣医科グループ

東京都武蔵野市吉祥寺南町5-6-25

おおむら動物病院

東京都武蔵野市吉祥寺東町3-17-1

ブルーミントン動物病院

東京都三鷹市上連雀1-16-33

高石動物病院

東京都三鷹市井の頭4-24-5

エムペットクリニック

東京都武蔵野市中町2-6-4

ふじもと動物病院

東京都調布市上石原1-13-1

中沢ペット動物病院

東京都調布市多摩川2-29-1東宝ﾍﾟｯﾄ館内

アメリカン動物病院

東京都三鷹市下連雀1-12-6

フレンチＫＩＳＳ動物病院

東京都府中市西原町3-14-13

「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

〒183-0046 TEL 042-363-1221

〒184-0004 TEL 042-386-1315

〒184-0004 TEL 042-382-3200

〒184-0011 TEL 0422-33-9937

〒184-0014 TEL 042-387-1218

〒185-0011 TEL 042-328-1099

〒185-0013 TEL 042-328-2787

〒185-0024 TEL 042-323-5656

〒186-0002 TEL 042-575-7669

〒186-0002 TEL 042-576-6000

〒186-0003 TEL 042-571-3938

〒186-0011 TEL 042-595-9611

〒187-0032 TEL 042-349-2777

東京都小金井市本町2-19-36

ドクターオザワ動物病院　小金井病院

東京都府中市西原町2-1-9

ひまわり動物病院

メイプル動物病院

東京都小金井市貫井南町2-1-20-1F

けやき動物病院

東京都小金井市東町3-19-1

みなみ小金井動物病院

東京都小金井市本町4-1-7ﾍﾟｯﾄﾌｫﾚｽﾄ小金井店2F

東小金井ペット・クリニック

東京都国分寺市泉町3-7-8

ふく動物病院

東京都国分寺市西恋ヶ窪3-3-10

石部どうぶつ病院

東京都国分寺市本多5-3-6

西国分寺動物診療所

東京都国立市富士見台2-2-5ｻﾝﾌｫｰﾚ国立102

こんどう動物病院

東京都国立市東3-20-17

中山動物病院

東京都国立市東2-28-11

八巻動物病院

東京都小平市小川町1-783-2

東京都国立市谷保4157-4

すいれん動物病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒188-0001 TEL 042-422-4111

〒189-0013 TEL 042-392-0205

〒190-0001 TEL 042-534-3909

〒190-0031 TEL 042-537-4628

〒190-0033 TEL 042-569-6612

〒190-0142 TEL 042-596-5205

〒191-0031 TEL 042-591-1018

〒191-0032 TEL 042-506-9199

〒191-0041 TEL 042-592-2029

〒191-0043 TEL 042-592-1068

〒192-0032 TEL 042-646-1110

〒192-0364 TEL 042-678-5525

〒192-0372 TEL 042-670-0733

東京都西東京市谷戸町3-22-12

久米川みどり動物病院

ひばりヶ丘動物病院

東京都立川市砂川町1-53-7

すみれペットクリニック

東京都立川市若葉町1-14-2

渡邊動物病院

東京都東村山市栄町1-9-12

わかば動物病院

東京都日野市高幡655-5

須田動物病院

東京都あきる野市伊奈487番10号小峰ﾋﾞﾙ増戸1F

熊井動物病院

東京都立川市一番町2-33-12ﾗﾃﾞｨｰﾅﾏﾝｼｮﾝ1階

伊奈獣医科

東京都八王子市石川町350番地11

かしの木動物病院

東京都日野市平山5-7-9

ドクターオザワ動物病院

東京都日野市南平4-45-2

佐々木動物病院

ねもと犬猫病院

東京都日野市三沢3-2-13

東京都八王子市下柚木2-14-14

東京都八王子市南大沢4-2-4

南大沢どうぶつ病院



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒192-0904 TEL 042-625-2084

〒192-0912 TEL 042-636-7671

〒192-0916 TEL 0120-191-214

〒193-0831 TEL 042-667-2211

〒193-0833 TEL 042-666-8151

〒194-0035 TEL 042-792-1180

〒194-0036 TEL 042-722-3755

〒194-0037 TEL 042-794-9018

〒195-0063 TEL 042-736-2739

〒196-0024 TEL 042-541-1627

〒196-0034 TEL 042-543-4321

〒198-0024 TEL 0428-32-2663

〒198-0032 TEL 0428-24-1937

東京都八王子市子安町4-5-3

奈良獣医科病院

網代動物病院

東京都八王子市並木町21-3

大津動物病院

東京都八王子市みなみ野1-8-1ﾎｰﾏｯｸ内2F

ゼファー動物病院

東京都八王子市絹ヶ丘3-16-10

永井みなみ野ペットクリニック

東京都町田市木曽東1-12-43

のづた動物病院

東京都町田市忠生3-18-1

角井ペットクリニック

東京都八王子市めじろ台3-42-8

セラピスト動物病院

東京都昭島市玉川町3-17-14

町田動物病院

東京都昭島市宮沢町473-7

かものはし動物病院

東京都町田市野津田町1086-1F

高谷動物病院

ジョン動物病院

東京都町田市木曽西1－3－32オオノビル1F

アテナ動物病院　青梅

東京都青梅市新町6-9-4
カインズホーム青梅インター店内

東京都青梅市野上町3-24-29



郵便番号 電話番号

動物病院名

住所

〒201-0016 TEL 03-3430-4921

〒203-0032 TEL 042-478-1122

〒203-0054 TEL 042-453-8111

〒205-0003 TEL 042-578-3138

〒206-0011 TEL 042-338-1122

〒206-0024 TEL 042-374-1474

〒206-0812 TEL 042-377-3885

〒207-0012 TEL 042-561-1002

〒207-0014 TEL 042-562-1542

東京都狛江市駒井町2-12-2

やよい動物病院

高木動物病院

東京都多摩市関戸2-1-1若菜ﾋﾞﾙ1F

渡辺動物病院

東京都羽村市緑ヶ丘1-5-22

おおくぼ動物病院

東京都東久留米市中央町2-6-50

はむら中央動物病院

東京都東大和市南街2-2-3

東京都東大和市新堀3-11-13

荻野獣医科病院

東京都稲城市矢野口37-2

かむい動物病院

東京都多摩市諏訪4-21-7

陽だまり動物病院

東京都東久留米市前沢1-5-17

かざま動物病院


