
健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

緑の森どうぶつ病院旭神病院 旭川市旭神3条2-1-8
なごみ動物クリニック 旭川市神楽4条13丁目8-9
緑の森どうぶつ病院　大町病院 旭川市大町2条
ゆーから動物クリニック 旭川市忠和四条8丁目3-3
緑の森どうぶつ病院　豊岡病院 旭川市豊岡5条5-20
どうぶつ園通りの動物病院 旭川市豊岡十三条5丁目4-25
野幌南どうぶつ病院 江別市あさひが丘13-17
リンクス動物病院 江別市弥生町1-14
北央どうぶつ病院 札幌市厚別区大谷地西4丁目1-20
アニマルクリニックおかもと 札幌市手稲区星置二条4丁目7番38号
なかがわアニマルクリニック 札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目11-30
ポックル動物病院 札幌市手稲区前田7条10-6-12
しば動物病院 札幌市手稲区前田五条15丁目8-15
えのもと動物病院 札幌市手稲区前田四条8丁目1-3
明日風ペットクリニック 札幌市手稲区明日風4丁目15-41
すぎうらペットクリニック 札幌市清田区真栄一条2-2-25
こいけペットクリニック 札幌市清田区平岡7条3丁目18-50
あみたに動物病院 札幌市西区山の手一条6丁目2-15セピア山の手1F
K-アニマルクリニック 札幌市西区西野3条10丁目10-6
発寒動物病院 札幌市西区発寒五条3丁目1-23
緑の森どうぶつ病院　さっぽろクリニック 札幌市中央区南7条西LC拾八番館1Ｆ
ペトコ動物病院 札幌市中央区南十一条西14丁目
オオバ動物病院 札幌市中央区南十三条西14丁目3-28
ノースアニマルクリニック 札幌市中央区南十六条西18丁目2-21
ふたば動物病院 札幌市中央区南六条西24丁目3-16
三國犬猫科医院・動物眼科アイ 札幌市中央区北6条西25-1-15
表参道ペットクリニック 札幌市中央区北二条西17丁目1-11
ガーデン動物病院 札幌市中央区北二条西25丁目2-1パレドール円山1F
さっぽろ元町動物病院 札幌市東区北23条東18丁目4-10
百合が原動物病院 札幌市東区北五十一条東15丁目4-17
北光犬猫病院 札幌市東区北十四条東２丁目2-15
札幌緑が丘動物病院 札幌市南区澄川5条11-2-2
タニダ動物病院 札幌市白石区栄通11丁目1-25
髙橋動物病院 札幌市白石区菊水2条1丁目2-11
きたのさと動物病院 札幌市白石区菊水元町五条1丁目11-16
南郷どうぶつ病院 札幌市白石区南郷通16丁目北10-1
ひろた動物病院 札幌市白石区北郷5条8丁目10-1
アイリス犬猫病院 札幌市白石区本郷通7丁目北7-16プラザ七番舘1階
こなゆき動物病院 札幌市豊平区月寒西一条9-9-12
札幌西岡動物医療センター玉井動物病院 札幌市豊平区西岡四条5丁目2-22プロスペリティー1F
CoUCoUペットクリニック 札幌市豊平区中の島2-2-1-22エムズ中の島2F
ハーティ動物病院 札幌市豊平区美園九条8丁目3-7
あいの里動物病院 札幌市北区あいの里4-5-9-5
ハヤシ犬猫病院 札幌市北区新琴似10条7丁目1-15
まえたに動物病院 札幌市北区太平三条1丁目1-7
きたさっぽろ動物病院 札幌市北区北30条西9丁目5-26
ぜにばこ動物病院 小樽市銭函3丁目186-25
アイラ動物病院 小樽市潮見台1-14-22
ユニペットヘルスケア 帯広市西18条南1丁目14-3
前田獣医科医院 苫小牧市山手町1-4-8
前田獣医科　明野医院 苫小牧市明野新町3-5-2
まつもと動物病院 函館市桔梗2-35-6
たんの動物病院 北見市端野町端野16-1 
ラパス動物病院 北広島市虹ヶ丘8-2-6
やすだ動物病院 北広島市白樺町1-8-8
森のどうぶつ診療所 名寄市緑丘33-9
花輪動物病院 余市郡余市町沢町2-1
あすなろ動物病院 むつ市下北町21-20
ごり動物病院 弘前市安原1-1-8
なとわ動物病院 弘前市代官町82-1
成田動物病院　黒石 黒石市富士見126
くまさん動物病院 黒石市北美町2丁目1-2
ほき動物クリニック 青森市松原3-5-13
こなか動物病院 青森市西大野4-10-5
横田動物病院 青森市浜館2-13-12
ファミリー動物病院 八戸市下長8丁目22-2
なりたペットクリニック 八戸市根城6-3-11
ファインド動物病院 八戸市田向間ノ田38-3
さいがみ動物クリニック 八戸市湊高台7-15-28
あおば動物病院 八戸市類家5丁目27-7
さとう動物病院 一関市宮下町1-14
みゅう動物病院 紫波郡矢巾町西徳田5-20
加賀野どうぶつ病院 盛岡市加賀野3-17-3
グリーン動物病院 盛岡市北飯岡3-4-38
アルフ動物病院 北上市村崎野15-207-15
ウィル動物病院　塩釜病院 塩竈市海岸通15-20セレーノ本塩釜駅前ルネシア1F-102
ケイ動物病院 塩竈市玉川2-6-19
ウィル動物病院　角田病院 角田市梶賀字東265-1
はるも動物病院 柴田郡大河原町新南59-13
さとう動物病院 仙台市宮城野区岩切字昭和東128-4
杜都どうぶつ病院 仙台市宮城野区宮千代1-4-1
サンペイ犬猫病院 仙台市宮城野区大梶10-9-106
ウィル動物病院　鶴ヶ谷病院 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東4-7-37
大内動物病院 仙台市若林区荒井字新屋敷32-1
仙台動物医療センター 仙台市若林区荒井福在家30
ぱれっと動物病院 仙台市若林区若林1-13-48
若林救急動物病院 仙台市若林区若林7-7-5
あしだて動物病院 仙台市若林区石垣町12-1
アイリス動物病院 仙台市青葉区旭ヶ丘4-31-8
森のいぬねこ病院 仙台市青葉区芋沢字綱木坂22-3
おおぜき動物病院 仙台市青葉区貝ケ森2-5-8
オレンジ動物病院 仙台市青葉区栗生5-18-18
そよかぜ動物病院 仙台市青葉区荒巻本沢3-1-34早苗ビル1F
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おおくぼ動物病院 仙台市青葉区上杉2-4-21リバーシティ上杉103
アセンズ動物病院 仙台市青葉区折立3-7-28
大町ペットクリニック 仙台市青葉区大町2-4-8桜井ビル1F
オリーブ動物病院 仙台市青葉区八幡2-1-20
仙都動物病院 仙台市泉区高玉町8-8
大場どうぶつ病院 仙台市泉区寺岡1-2-7
パセリ動物病院 仙台市泉区泉ケ丘5-28-19
北の杜動物病院 仙台市泉区南光台4-7-1
ヱビス動物病院 仙台市太白区西多賀3-3-43
小野動物病院 仙台市太白区西中田5-15-5
長町南動物病院 仙台市太白区長町南3丁目8-28
向山動物病院 仙台市太白区八木山香澄町3-21
八木山サンシャイン動物病院 仙台市太白区八木山本町1-36-8
リンデン動物病院 大崎市古川中島町9-73
あろう動物病院 大崎市古川福沼3-13-21
時代屋動物病院 登米市迫町佐沼字上舟丁7-8
オーク動物病院 東松島市大曲字堰の内南119-2
箱崎動物病院 白石市旭町4-2-8
仙台南動物病院 亘理郡亘理町逢隈牛袋字谷地添48-3
ウィル動物病院　亘理病院 亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前北9-1
松野動物病院 秋田市山王6-3-10
きのしたペットクリニック 秋田市将軍野南3丁目10-3
矢口動物病院 秋田市東通2-9-45
おぎわらペットクリニック秋田 秋田市保戸野鉄砲町11-5
若松獣医科病院 大館市清水1-1-58
たけくま動物病院 能代市藤山114番地
あべ動物病院 由利本荘市三条字三条谷地151-1
オノ動物病院 由利本荘市石脇字山ノ神11-1045
たんぽぽ動物病院 山形市元木1-4-21
すずかわ犬猫病院 山形市五十鈴1-2-18
鏡どうぶつ病院 山形市中野83
やまぐち動物クリニック 山形市馬見ヶ崎2-2-8
あららぎ動物病院 上山市金生西3-4-10
天童動物病院 天童市駅西2-4-14
とも犬猫クリニック 天童市久野本3-1-32
森の丘動物病院 郡山市喜久田町字四十坦16-3
エスティー動物病院 郡山市御前南3-146
希望ヶ丘ペットクリニック 郡山市大槻町字広町41-2
おおい動物病院 郡山市鶴見坦2-18-1
しま動物病院 郡山市富久山町久保田字伊賀河原83
コスモス通り動物クリニック 郡山市鳴神3-84
シンシア動物病院 須賀川市岡東町165
さくま獣医科クリニック 西白河郡矢吹町八幡町449
そらいろ動物病院 南相馬市原町区北町442-1
おひさま動物病院 福島市黒岩字遠沖10-20
ささや動物病院 福島市笹谷字上成出16-3
アビイ犬猫病院 福島市春日町9-7
ひまわり動物病院 福島市泉字川原前85-1
すげの動物病院 福島市鳥谷野字植木2-2
千葉小動物クリニック 福島市野田町3-1-18
みどりの動物病院 つくば市みどりの1-8-7
こまち動物病院 つくば市東新井26-13KAISHOⅢ103
牛久どうぶつ病院 牛久市南1丁目44-25
みくまりどうぶつ病院 結城市中央町1-1-2
堀江動物病院 古河市原15-1
かなや動物病院 取手市押切321-2
フェアリー動物病院 取手市寺田6444-2
ふれあい動物病院 守谷市けやき台3-9-1
杉山動物病院 守谷市松並1877-9
長谷川どうぶつ病院 水戸市見川2-22-15
KEN動物病院 水戸市元吉田町1518-1
たのうえ動物病院 土浦市荒川沖東2-15-18
かもめ動物病院 日立市大沼町1-28-3
あすか動物病院 龍ケ崎市佐貫3-14-16
アンドレ動物病院 宇都宮市西原3丁目9-9
岩上動物病院 宇都宮市鶴田町1302-1
奈良部動物病院 下都賀郡壬生町通町2-15
させ犬猫の病院 佐野市鐙塚町154-3
つるかめペットクリニック 真岡市並木町3-5-4
動物病院　川上 足利市田中町958-1
はな動物病院 大田原市富士見2-1729-3
とちの木どうぶつ病院 日光市荊沢597-102
ふくだ動物病院 日光市大桑町1172-16
伏見動物病院 芳賀郡益子町塙1155
たむら動物病院 安中市下磯部941
大久保動物病院動物医療センター 安中市中宿1-9-13
木村動物病院 高崎市吉井町池1369-1
安藝動物病院 高崎市江木町1639-5
安中動物病院 高崎市柴崎町1119
大久保動物病院 高崎市上並榎町357-9
かなや犬猫鳥の病院 高崎市新保町264-3
くらがの動物病院 高崎市倉賀野町1181-1
あべ動物病院 高崎市中泉町604-4
カルテット動物病院 高崎市並榎町349-14
CDSペットクリニック沼田病院 沼田市桜町4769-1
ノエルどうぶつ病院 前橋市朝日町1-4-16
ひごし動物病院 前橋市樋越町865
桑原動物病医院 前橋市六供町1丁目8-3 
新田動物病院 太田市新田市野井町957
稲村動物病院 太田市石橋町817-5
おかべどうぶつ病院 富岡市富岡320-2
やまなか動物病院 さいたま市浦和区岸町1-4-10
新都心動物病院 さいたま市浦和区上木崎3-3-43
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新都心どうぶつ病院 さいたま市浦和区上木崎3-3-43
東いわつき動物病院 さいたま市岩槻区東岩槻2-2-9
さいたま動物病院 さいたま市見沼区大和田町2-1008
アンジュペットクリニック さいたま市見沼区島町1-8-1-1
リン動物病院 さいたま市桜区道場2-1-11F
おおた動物病院 さいたま市大宮区櫛引町1-261-3
大宮中央動物病院 さいたま市大宮区仲町3-46
そよかぜ動物病院　北与野 さいたま市中央区円阿弥1-6-21
そよかぜ動物病院　南与野 さいたま市中央区鈴谷2-634-1-102
コリーヌ動物病院 ふじみ野市鶴ケ岡2-17-16
越谷どうぶつ病院 越谷市越ケ谷本町9-14
あおやま動物病院 越谷市神明町2-58-2
どうぶつクリニックNEXT 加須市久下5-320-3
高橋動物病院 加須市鳩山町12-8
アニマルクリニックちば 吉川市保1-27-5サンライズビル1F
メープルどうぶつ病院 久喜市栗原3-2-9
たぐち動物病院 久喜市本町3-11-31
彩の森動物病院 狭山市入間川3-19-5
さいたま博通り動物病院 熊谷市肥塚1-6-35
アニマルクリニックかずね 熊谷市万平町2-110-1
幸手動物病院 幸手市東5-8-21
ブン動物病院 坂戸市千代田2-9-1
ゆう動物クリニック 三郷市彦成2-417-4
たかみね獣医科 新座市栄5-3-6
新座動物総合医療センター 新座市中野2-1-28
ふじわら動物病院 新座市北野1-2-16
あざみ動物病院 深谷市東方1726-8
よつば動物病院 川越市旭町3-4-8
かたぎ動物病院 川越市的場565-5
Caroどうぶつ病院 川口市戸塚5-16-14レフィナード1F　B号室
森田動物医療センター 川口市坂下町1-8-2
はとがや動物病院 川口市坂下町3-31-15
川口動物医療センター 川口市上青木西4-25-18
アステール動物病院 川口市西青木3-10-7-1F
ライト動物病院 川口市長蔵1-16-19クレアーレ1Ｆ
平成動物病院 川口市柳根町 10-8
しょうこ動物病院 草加市新善町407-8
あさか台動物病院 朝霞市東弁財3-16-13
くさか動物病院 朝霞市北原2-13-8野田ビル101
動物往診＋在宅ケアサービス にくきゅう 鶴ヶ島市上広谷391-65
アイビーどうぶつ病院 鶴ヶ島市上広谷411-1
あかつき動物病院 東松山市小松原町11-2西友東松山店敷地内
伊藤動物病院 南埼玉郡宮代町学園台2-2-1
すぎた動物病院 白岡市新白岡3-55-10
くさの動物病院 八潮市新町170
大野犬猫病院 本庄市栗崎5-2
本庄犬猫病院 本庄市緑2-2-9
柿沼動物病院 蓮田市城518-2
らむ動物病院 蓮田市馬込（大字）2-270
小林犬猫病院 蕨市塚越1-5-7
ワラビー動物病院 蕨市南町2-31-21
ミズノ動物クリニック 印西市高花2-1-10
ガーデンどうぶつ病院 印西市大森693-6
おおたけ動物病院 印西市舞姫1-3-6
ウォルフィー動物病院 浦安市富士見3-6-1
セキ動物病院 我孫子市寿2-8-20
西原動物病院 鎌ケ谷市東初富4-3-18
マーレ動物クリニック 館山市北条317-4
まる動物病院 九十九里町片貝5123-3
若山動物病院 佐倉市石川300
市原・山口動物病院 市原市姉崎2067
ありむらペットクリニック 市川市大洲2-8-29
アイエス動物病院 市川市妙典3-12-16フクシン21
かんじ動物病院 松戸市中矢切565-14
はやし動物病院 成田市ウイング土屋56-1
ハリーペット クリニック 千葉市稲毛区小中台町533-1
藤の花どうぶつ病院 千葉市稲毛区緑町1-27-14
千城台動物病院 千葉市若葉区千城台北3-10-8
ベイタウンペットクリニック 千葉市美浜区打瀬3-9-22-100
みむら動物病院 千葉市緑区平山町1922-64
くわじま動物病院 船橋市宮本6-26-18
かつまペットクリニック 船橋市高根台7-26-24
ジェットどうぶつ病院 船橋市市場4-18-7
ナラシノ動物愛護病院 船橋市西習志野3-25-1
あいむ動物病院　西船橋 船橋市西船1-19-28朝日ビル1F
スマイルどうぶつ病院　医療センター 船橋市前原西3-22-21
沢村獣医科病院 東金市東上宿6-37
矢野どうぶつ病院 八街市八街は16-198
はせ動物病院 八千代市勝田台北2-1-1
タク動物病院 木更津市清川1-4-15
新ゆりがおか動物病院 稲城市平尾2-9-6
野坂獣医科 稲城市矢野口1252-1
やまの動物病院 羽村市小作台1-28-7K2ビル1F
桜井動物病院 江戸川区松江3-11-17
一之江どうぶつ病院 江戸川区松江7-28-6
しのざき動物病院 江戸川区上篠崎4-14-14
すがわら動物病院 江戸川区西篠崎１丁目６-３
ポプラ動物病院 江戸川区平井5-22-9田中ビル1F
まつばら動物病院 江東区枝川3-4-9-1F
東京猫医療センター 江東区森下1-5-4
とだ動物病院 江東区千田6-13
白金高輪動物病院 港区白金1-16-5HMBビル1F
ひだまり猫の病院 港区白金台2-11-5近藤ビル202

東京都

埼玉県

千葉県



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

麻布十番犬猫クリニック 港区麻布十番2-8-5-401
麻布動物病院 港区麻布十番3-10-10
石部どうぶつ病院 国分寺市泉町3-7-8
クローバーペットクリニック 国分寺市東元町3-4-21
恋ヶ窪動物病院 国分寺市日吉町4-7-2
けやき動物病院 国分寺市本多5-3-6
武井動物病院 国立市中3-2-18
フルヤペットクリニック 狛江市和泉本町3-23-26
ふじもと動物病院 三鷹市井の頭4-24-5
三鷹通りどうぶつ病院 三鷹市下連雀4-20-20野中ビル
ペーター動物病院 渋谷区初台1-9-4
みなみ小金井動物病院 小金井市貫井南町2-1-20三幸マンション１F
りきゅう動物病院 昭島市田中町1-23-4
こやま動物病院 昭島市拝島町2-11-27
マリーペットクリニック 新宿区上落合1-5-4-1F
ジュアペットクリニック 新宿区西新宿5-21-1クラフトビル1Ｆ
新宿御苑前どうぶつ病院 新宿区富久町16-24　富久ロータリィビル1・2F
みやまえ動物病院 杉並区宮前3-9-1ワイシ―ビル101
浜田山かじわら動物病院 杉並区高井戸東3-1-25
高井戸ペットクリニック 杉並区高井戸東3-21-17オリンピック高井戸店内
田中ペットクリニック 杉並区高円寺南4-2-9
K'sどうぶつ病院 杉並区上井草3-1-19
ブルーミントン動物病院 杉並区西荻南2-22-11
平林ペットクリニック 杉並区天沼2-32-5
ペットスペース＆アニマルクリニックまりも 杉並区堀ノ内1-7-37君田ビル1F
ひがしやま動物病院 杉並区和泉2-33-22山川ビル1Ｆ
奥沢すばる動物病院 世田谷区奥沢3-45-1欅ビル1F
クローバー動物病院 世田谷区玉川1-17-22-1
瀬田犬猫病院 世田谷区上野毛4-23-14上野毛フジハイツ　1F
自由が丘アニマルクリニック 世田谷区深沢1-1-2竜星ハイツ1F
成城きぬた動物病院 世田谷区成城1-5-4ジュネス成城1F
アマノ動物病院 世田谷区太子堂3-25-7
ペットスペース＆アニマルクリニックまりも 世田谷区大原1-24-16ルート大原ビル1F
くすの木動物病院 世田谷区等々力2-1-2スクエアビル1F
箱崎動物病院 世田谷区北沢3-2-18
エンジェル動物病院 西多摩郡瑞穂町長岡4-4-1
ひとみ動物病院 西東京市田無町5-4-11-1F
わぁーみー動物病院 青梅市上町362-1-101
ふぅ動物病院 青梅市千ヶ瀬町5-628-4
やまもと動物病院 足立区西竹の塚1-8-14
ひかる動物病院 足立区梅田7-29-18
こうご動物病院 多摩市落合3-14-1
上野の森どうぶつ病院 台東区谷中1-5-11ディアプラザ根津B1F
リバティ動物病院 大田区鵜の木2-16-1
雪が谷大塚動物病院 大田区雪谷大塚町7-10ユアペティア雪が谷大塚店内
大森どんぐり動物病院 大田区中央2-6-4
もりかわ動物病院 大田区東矢口1-18-2
アニーマどうぶつ病院 中央区月島1-5-2-106
つきしま動物病院 中央区月島4-8-10-126
ベルどうぶつクリニック 町田市広袴2-11-11
アミカル動物病院 町田市小川1-4-19
あいはら犬猫病院 町田市相原町2187-13
モリヤ動物病院　中町センター病院 町田市中町２－１５－１８
はが動物病院 町田市中町3-13-11コスモスビル101
セラピスト動物病院 町田市忠生3-18-1
鶴川ペットクリニック 町田市能ヶ谷4-5-1
ジョン動物病院 町田市木曽西1-3-32オオノビル1F
ペットクリニックりあん　町田病院 町田市原町田5-6-1
調布仙川動物病院 調布市若葉町2-1-7-1Ｆ
ごりペットクリニック 日野市神明2-2-19
エルザ動物病院 八王子市横川町1196-3
南大沢どうぶつ病院 八王子市下柚木2-11-6
クラーク動物病院　八王子医院 八王子市下柚木2-7-9
アンジュ動物病院 八王子市山田町1694-2
網代動物病院 八王子市子安町4-5-3
ノア動物病院　八王子病院 八王子市七国2-33-8
キロロ動物病院 八王子市川口町925-8
富士森公園動物病院 八王子市台町3-1-13
にしき動物病院 八王子市大塚623-4TRYプラザ101
大門動物病院 八王子市大和田町6-19-12
いまい動物病院 八王子市南大沢1-23-5
かしの木動物病院 八王子市南大沢4-2-4
ゼファー動物病院 八王子市並木町21-3
小川愛犬病院 八王子市万町48
カール動物病院 八王子市椚田町116-6
Pet Clinic アニホス 板橋区南常盤台1-14-11
田中動物病院 品川区荏原6-11-7
セリオペットクリニック 品川区大井5-1-23-101
あかつき動物病院 品川区東大井3-16-2グレースビル101
猫の診療室モモ 品川区東中延2-5-7
井の頭通り動物病院 武蔵野市西久保1-38-5　1Fカーサコセキ1F
福生どうぶつ愛護病院 福生市本町39-1
かねまき動物病院 文京区西片1-2-10
みのり動物クリニック 文京区湯島3-29-3
ペットの予防クリニック 文京区大塚4-39-11
池袋ハートワン動物病院 豊島区上池袋4-10-8ソネット上池袋103
西ヶ原ローズ動物病院 北区西ケ原1-25-3
飛鳥山動物病院 北区西ケ原3-64-15
亀戸動物病院 墨田区立花1-10-3
パンダ動物病院 目黒区南3-12-18-1F
アビス動物病院 目黒区碑文谷2-10-21ディアハイム碑文谷102
ウィステリア自由が丘どうぶつ病院 目黒区自由が丘1-24-17
立川プラスワン動物病院 立川市栄町6-10-19

東京都



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

渡邊動物病院 立川市砂川町1-53-7
アニー動物病院 練馬区下石神井4-6-14
高野台どうぶつ病院 練馬区高野台1-6-7-1F
プリモ動物病院 練馬 動物アレルギー医療センターAAMC 練馬区上石神井1-28-7PET-SPA CARE+CURE内
ジアス動物病院 練馬区石神井台5-22-41
橋本動物病院 練馬区早宮1-50-13
大泉ココ動物病院 練馬区東大泉4-28-11-1F
あい動物病院 愛甲郡愛川町中津824-2
田中動物病院 綾瀬市深谷1967-4
シンシア動物病院 綾瀬市深谷上7-1-3
いせはら動物病院 伊勢原市伊勢原3-8-10
たけうち動物病院 伊勢原市東大竹1547-1
愛甲石田動物病院 伊勢原市高森1195-4　エンブレム伊勢原高森1F
キクチ動物病院 横須賀市坂本町3－44
シーズどうぶつ病院 横須賀市大矢部2-3-3
ひご動物病院 横須賀市本町3-12
こやま動物病院 横浜市旭区四季美台41
ひびき動物病院 横浜市磯子区洋光台6-2-17-102
ぬのかわ犬猫病院　戸塚本院 横浜市戸塚区下倉田町273
大倉山ペットクリニック 横浜市港北区大豆戸町114-1
坂の上の動物病院 横浜市神奈川区神大寺2-1-16ロベールイシカワ1F
たかまるどうぶつ病院 横浜市瀬谷区瀬谷2-47-3
かどのペットクリニック 横浜市青葉区さつきが丘6-11スイートスメル102
ヒロ動物病院 横浜市泉区上飯田町2081-10
NANAペットクリニック 横浜市泉区中田西1-2-1志波ビル1階
ぬのかわ犬猫病院　中田分院 横浜市泉区中田西2-8-4
ユウ動物クリニック 横浜市泉区中田東1-34-19
いずみ犬と猫のクリニック 横浜市泉区和泉中央南2-1-14
関内どうぶつクリニック 横浜市中区吉田町6-3
動物再生医療センター病院 横浜市中区長者町2-6-3シティハーズ・長者町ビル
末吉動物病院 横浜市鶴見区上末吉1-13-10
ゆみ動物病院 横浜市都筑区荏田南5-23-33-104
夕やけの丘動物病院 横浜市都筑区見花山2-5
セン動物病院 横浜市緑区長津田4-4-1-101
EVINA犬猫病院 海老名市下今泉3-2-1
かしわだい動物病院 海老名市柏ケ谷383-1
おおいし動物病院 鎌倉市長谷1-14-15
小川犬猫病院 鎌倉市津西1-9-14
湘南どうぶつ病院 茅ヶ崎市松浪1-8-9
シーサイドアニマルクリニック 茅ヶ崎市東海岸北5-15-23
ネモト動物病院 茅ヶ崎市南湖4-4-16-101
アンジェス動物病院 茅ヶ崎市美住町1-32
厚木プリモ動物病院 厚木市妻田北3丁目15-27
長谷川動物病院 厚木市妻田北4-3-1
あおき動物病院 厚木市長谷32-2
ロコペットクリニック 厚木市林4-2-1
さがみの動物病院 座間市さがみ野2-2-27-1-B
くまの犬猫病院 座間市ひばりヶ丘4-1-5
ナチュラ動物病院 座間市入谷2-797-1-1F
葉山一色ペットクリニック 三浦郡葉山町一色1758-5
こうめ動物病院 三浦郡葉山町木古庭1687-5
Miu動物病院 三浦市南下浦町上宮田1363-1
みかん動物病院 秦野市今泉1304-3
たちかわ動物病院 秦野市西大竹123-4
ぼくとわたしの動物病院 秦野市北矢名1315-1
ルート動物病院 川崎市宮前区宮崎6-8-7
ブナの森動物病院 川崎市幸区南加瀬2-20-1南加瀬ビル101
かわさき　もみの木動物病院 川崎市高津区下作延3-3-1
わたりだ動物病院 川崎市川崎区渡田1-2-15
しょうたろう動物病院 川崎市川崎区渡田東町19-5
せいた動物病院 川崎市多摩区枡形3-2-16
ヴィータ動物病院 川崎市中原区宮内4-9-35
シリウス犬猫病院 川崎市中原区木月2-10-6
王禅寺ペットクリニック 川崎市麻生区王禅寺西3-27-1
わかば台動物病院 川崎市麻生区黒川1603-1
王禅寺ペットクリニック 新百合ヶ丘病院 川崎市麻生区上麻生1-14-2
さつき台動物病院 川崎市麻生区片平1-5-1-1F
ペガサスペットクリニック 川崎市麻生区万福寺1-15-3
よこやまだい動物病院 相模原市中央区横山台2-2-9
木下動物病院 相模原市中央区田名4794-3
かやま動物病院 相模原市中央区富士見6-13-21
まみや動物病院 相模原市中央区緑が丘1-26-4
ちだペットクリニック 相模原市南区西大沼3-3-18
佐々木動物病院 相模原市南区東林間5-18-11
ほさか動物病院 相模原市緑区二本松4-17-1
かぶくん動物病院 相模原市緑区日連823-2
プリモス動物病院 足柄下群湯河原町中央1-1630-8
湯河原動物病院 足柄下郡湯河原町土肥2-21-14
ファミリーアニマルホスピタル高橋動物病院 大和市下鶴間1785-1
アイビーペットクリニック 大和市中央林間2-13-15
西湘動物病院 中郡二宮町山西646
ささき動物病院 中郡二宮町二宮1269-10
かん犬猫病院 藤沢市川名2-1-1
りょうま動物病院 藤沢市本藤沢2-12-14
こころ動物病院 平塚市花水台32-29-1F
平塚動物総合医療センター 平塚市代官町33-1OSC湘南シティ2F
見附動物病院 見附市今町5-35-29
坂田動物病院 三条市荒町2-24-12
パインズ動物病院 三条市東本成寺12-43
くまちゃん動物病院 新潟市江南区亀田四ツ興野4-5-5
川島動物病院 新潟市江南区所島2-3-13
荻川どうぶつ病院 新潟市秋葉区あおば通1-7-11-2
永松動物病院 新潟市西区坂井砂山2-3-10

東京都

神奈川県

新潟県



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

たけペットクリニック 新潟市西区小針2-39-3
動物病院ねこのて 新潟市西区槇尾170-2
どうぶつの病院レガーロ 新潟市中央区下所島1-3-20
アニマルメディカルプラザ関屋・あさい動物病院 新潟市中央区関屋金鉢山町85-4
ノブ動物病院 新潟市中央区関屋本村町2-335-9
とやの動物病院 新潟市中央区堀之内55-14
山の下ペットクリニック 新潟市東区秋葉通3-40-2
川村動物病院 新潟市東区上木戸1-1-6
空港通りの動物病院 新潟市東区太平1-2-11
西山動物病院 新潟市東区竹尾3-9-21
しろね動物病院 新潟市南区白根1242-9
森谷どうぶつたちの病院 新潟市北区嘉山1丁目1-12
緑の森動物クリニック 新発田市緑町2-853-1
もたい動物病院 柏崎市岩上20-53
しおかぜ動物病院 柏崎市三和町6-49
いせ動物病院 射水市戸破3194-5
アイビー動物病院 射水市戸破3444-11
吉田動物病院 射水市小島3875
エル動物病院 中新川郡舟橋村東芦原52-1
高島獣医科グループ　富山病院 富山市黒崎605
リーフ動物病院 かほく市学園台2丁目41番
ヒロ動物病院 金沢市菊川1-23-13
かえでの木動物病院 金沢市福増町北1074
まさの森・動物病院 金沢市木越町チ78-1
希望の丘どうぶつ病院 七尾市小池川原町チ18-1
ななお動物病院 七尾市石崎町香島3-29-1
加賀おかだ動物病院 小松市今江町5-361
さくら動物クリニック 白山市馬場2-23-1
美川どうぶつ病院 白山市美川永代町甲229-3
ののいち動物病院 野々市市下林4-512
いなば動物病院 福井県 坂井市丸岡町猪爪2-301
甲斐どうぶつ病院 甲斐市西八幡2604-1
ノア動物病院 甲府市城東3-4-15
セラピー動物病院 甲府市千塚3-3-38
たま動物病院 甲府市中央3-11-32
上野原どうぶつ病院 上野原市新田879-1
石和どうぶつ病院 笛吹市石和町中川30-4
都留どうぶつ病院 都留市田原3-2-23
八ヶ岳動物病院 北杜市高根町箕輪862-4
やまびこ動物病院 安曇野市三郷明盛5040-1
リーフ動物病院 安曇野市穂高8219-2
広丘どうぶつ病院 塩尻市広丘原新田147-6
佐久平マール動物病院 佐久市塚原410-17
あおぞら動物病院 佐久市本新町216-15
二子動物病院 松本市笹賀5823-4
諏訪かりん動物病院 諏訪市大字四賀1909 
テンダーペットクリニック 諏訪市豊田1247-2
稲荷山どうぶつ病院 千曲市稲荷山214-6
トロッコ動物病院 飯田市上郷黒田1011-1
旧軽井沢菊池動物病院 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-618
おおぞら動物クリニック 海津市平田町今尾1460
カーサ動物病院 各務原市蘇原瑞雲町4-17-1
各務原動物病院 各務原市那加信長町3-96
ボス動物病院 岐南町三宅3-298
いわた動物病院 岐阜市芥見南山3-5-10
加藤小動物病院 岐阜市金園町7-1
恵那さくら動物クリニック 恵那市長島町中野1214-2
中垣動物病院 多治見市生田町1-5-1
ふじの動物病院 大垣市浅草4-91-1
原動物病院 中津川市かやの木町3-5
えさき動物病院 本巣郡北方町長谷川西1-44
いけの動物病院 揖斐郡池田町八幡2693-1
桜並木どうぶつ病院 伊東市八幡野1306-108
伊豆の国どうぶつ病院 伊豆の国市三福188-4
ソラ動物病院 掛川市上西郷1177-1
アン動物クリニック 掛川市成滝642-3
コイケ動物病院 湖西市吉美2411-1
エレファント動物病院 御前崎市池新田6018-1
御殿場どうぶつ医療センター ユウ動物病院 御殿場市川島田174-12
林動物病院 三島市梅名97-5
すぎさわ動物病院 駿東郡長泉町竹原281-8
ウエダ動物クリニック 沼津市下香貫藤井原1620-10
片浜どうぶつ病院 沼津市松長110
宮田動物病院 沼津市西島町3-13
ダクタリ動物病院焼津センター病院 焼津市八楠4-15-21
おおいし動物病院 榛原郡吉田町片岡2212-1
山田どうぶつ病院 静岡市葵区沓谷3-7-3
静岡動物医療センター 静岡市葵区幸町13-4
あん動物病院 静岡市葵区若松町121-13
しゅう動物病院 静岡市葵区西草深町22-20
ハル動物病院 静岡市葵区竜南1-24-1
いるか動物病院 静岡市駿河区みずほ3-1-1
駿河どうぶつの病院 静岡市駿河区高松1-16-1
すこやか動物病院 静岡市駿河区泉町5-7
ひまわり動物病院 静岡市清水区押切2004
清泉どうぶつ病院 静岡市清水区西久保447
ますだ動物クリニック 島田市向谷3-918-9
さいとう動物病院 藤枝市上藪田76-9
青山動物病院 磐田市今之浦2-11-17
ハミング動物病院 浜松市西区志都呂1-36-64
ルナ動物病院 浜松市中区佐藤3-7-6
ひろ動物病院 浜松市中区佐鳴台2-32-35
レイクサイド動物病院 浜松市中区佐鳴台3-52-19

長野県

岐阜県

静岡県

新潟県

富山県

石川県

山梨県



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

ドッグギャラリークリニック 浜松市中区小豆餅4-1-6
上島動物病院 浜松市中区上島6-23-1
いぐち動物病院 浜松市中区上島6-2-34バロンドール1F
浜松家畜病院 浜松市中区龍禅寺町810-1
いしかわ動物病院 浜松市東区大瀬町2500
けんご動物クリニック 浜松市東区中田町800DCMカーマ21内
そら動物病院 浜松市東区和田町179番1
引佐動物病院 浜松市北区細江町中川6450-12
はら動物病院 富士市松岡399-6
どうぶつ医療センター　みずの動物クリニック あま市小路1-6-9
あま動物病院 あま市本郷花ノ木35番地
三好インター動物病院 みよし市根浦町三丁目1－8
家庭動物診療施設　獣徳会 愛知郡東郷町春木音貝107
りんごの樹動物病院 安城市高棚町蛭田52-2
パーク動物病院 安城市大山町1丁目12-26
ミドリペットクリニック 安城市緑町2-10-2
シークペットクリニック 一宮市小信中島字東鵯平53
きそがわペットクリニック 一宮市大毛字池田5-1
スマイル動物病院 一宮市木曽川町黒田字北宿二の切61
そぶえ動物病院 稲沢市祖父江町山崎柿山4-3
アロハ動物病院 岡崎市岩津町於御所181
サン動物病院 岡崎市真伝町字寒風7-9
カニエ動物クリニック 海部郡蟹江町学戸4-164
井口動物病院 蒲郡市御幸町5-29
ピュア動物病院 岩倉市大地町半田29-1
犬山動物総合医療センター 犬山市羽黒大見下29
犬山ウエストサイド動物病院 犬山市上坂町4-145
こうなん動物病院 江南市高屋町西里97
よしだ動物病院 春日井市稲口町3-10-4
花井動物病院 春日井市鳥居松町2-261
八田犬猫クリニック 春日井市八田町7-12-2
ペットクリニックりあん春日井本院 春日井市大泉寺町292-342
こまきやま動物病院 小牧市山北町61
おおはし動物病院 小牧市大字岩崎字郷戸西1950-2
よしざき動物病院 小牧市中央2-23
金沢獣医科 新城市中野56
ハシモト動物病院 瀬戸市共栄通3-33
あい動物病院 西尾市富山町矢田道29
やませどうぶつ病院 丹羽郡大口町さつきヵ丘1-65
ひかる動物クリニック 丹羽郡扶桑町高雄下山135CasaSenda 1F
はなのき動物病院 知多市寺本新町1-110
はなみずき動物病院 長久手市仲田810番地
アウル動物病院 東海市加木屋町2-162
米野木台どうぶつ病院 日進市米野木台5-1001
かい動物病院 尾張旭市旭前町1-1-18
マリア動物病院 尾張旭市渋川町3-2-13
へきなん動物病院 碧南市志貴崎町5-30-2
動物医療センター　とよた犬と猫の病院 豊田市広路町1丁目1　イオンスタイル豊田1Ｆ
ゆう動物病院 豊田市大林町14-11-6
えちぜん動物病院 北名古屋市弥勒寺東3-22
もりやま犬と猫の病院 名古屋市守山区深沢2-101
すずむら動物クリニック 名古屋市守山区野萩町7-20
おばたペットクリニック 名古屋市西区城西3-15-5グランパシオンミスズ1F
まんまる動物病院 名古屋市西区枇杷島1-6-26
中郷どうぶつ病院 名古屋市中川区中郷3-381-1
うえだ動物クリニック 名古屋市天白区植田2-202横地ビル1F
あおい動物クリニック 名古屋市東区葵2-7-2
もみじ動物病院 名古屋市南区鶴里町1-7
ブンブン動物病院 名古屋市北区波打町1-51
ひので動物クリニック 弥富市平島町大脇4-1
さくら動物病院 弥富市平島町中新田66-1
伊勢の杜動物クリニック 伊勢市黒瀬町641-10
けい動物クリニック 桑名市城山台10
ひだまりの丘動物病院 桑名市陽だまりの丘1-2205
佐々木動物病院 三重郡菰野町菰野2278-2
三重動物医療センター 四日市市西日野町1596
うつべ動物病院 四日市市釆女町19-5
たんぽぽ動物病院 松阪市小阿坂町4735-1
山添動物病院 多気郡多気町相可604-1
津北動物病院 津市一身田上津部田2097-1
ルナ動物病院 津市押加部町11-3
千里ヶ丘動物病院 津市河芸町東千里56-2
アニー動物病院 津市桜橋3丁目427
南ヶ丘動物病院 津市垂水887-7
鈴鹿動物病院 鈴鹿市三日市町1880-12
森動物病院 鈴鹿市算所5-12-11　
北川動物病院 鈴鹿市須賀町782-8
ベルペットクリニック 鈴鹿市大池3-2-38
ユーカリ動物病院 鈴鹿市道伯4-9-19
フクナガ動物病院 近江八幡市中小森町308-27
こにし動物クリニック 栗東市手原3-7-15
守山しっぽ動物病院 守山市古高町80-8
NISHIDAペットクリニック 守山市水保町1165-5
みらい動物病院 大津市見世1-11-26
皇子山動物病院 大津市御陵町6-5
大津京どうぶつ病院 大津市皇子が丘3-1-38
クレア動物病院 大津市青山5-13-21
野田山動物病院 彦根市野田山町1058-1
おざわ動物病院 宇治市宇治弐番４
モーリス動物病院 宇治市小倉町久保106-2アペゼビル1F
林屋動物診療室　本院 宇治市木幡御蔵山39-1205
林屋動物診療室　総合医療センター 宇治市六地蔵奈良町18-6
くみはま動物病院 京丹後市久美浜町十楽75-1

京都府
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健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

松井山手動物病院 京田辺市山手南2-1-3ハチセンビル3号館
西京極どうぶつ病院 京都市右京区西京極西大丸町43
京都中央動物病院 京都市下京区柿本町582-3
セナ動物病院 京都市左京区下鴨松ノ木町52-1
さわべ動物病院 京都市左京区上高野薩田町1-8
オリーブ動物医療センター 京都市山科区四ノ宮神田町12-5
山科みやこ動物病院 京都市山科区西野山射庭ノ上町27-1ロイヤルハイツ秀　１F
メイプル動物病院 京都市上京区中務町928
中村動物病院 京都市西京区上桂前田町20-3
よこた動物診療室 京都市西京区大枝東長町1-418ヴィラステージ豊田2階
かもがわ動物クリニック 京都市北区小山西花池町30-1
動物病院京都 京都市北区北野下白梅町44-1
西谷動物病院 向日市寺戸町大牧1－240
西向日動物病院 向日市上植野町下川原28-1
にほんまつ動物病院 福知山市菱屋11
春日丘動物病院 茨木市中穂積3-5-31
ナイト動物クリニック 河内長野市加賀田259-1加賀田マンション1F
いしづか動物病院 岸和田市藤井町1-12-13
ワールド動物病院 高石市西取石1-9-9
まつおか動物病院 阪南市鳥取423-3
かすみヶ丘動物病院 堺市堺区石津町3-7-20
つむら動物病院 堺市南区泉田中150
美原獣医科病院 堺市美原区北余部461-7
猫の診療室 堺市北区長曽根町3075-1メゾンエクリュ 1F
クッキー動物病院 堺市北区東雲東町2-5-25
２１動物病院 堺市北区百舌鳥本町1-18-2
田原台動物病院 四條畷市田原台2-4-19
安田獣医科病院 摂津市千里丘1丁目11-14安田マンション1F
フレンド動物病院 泉佐野市高松南3-6832-3
ひらの動物病院 泉大津市助松町3-2-40
泉南動物病院 泉南郡熊取町野田3-2297-1
かわち動物病院 大阪狭山市池尻中2-10-15グランドール狭山1F1号室
あき動物病院 大阪市城東区関目3-13-9
きど動物病院　城東医療センター 大阪市城東区関目4-8-30
アルプス動物病院 大阪市城東区中央3-7-18
らく動物病院 大阪市西成区千本中2-5-20ベストレジデンス岸里1F
桃坂動物クリニック 大阪市天王寺区筆ケ崎町6-44
ロッキー動物病院 大阪市東淀川区大道南3-1-10
南大阪動物医療センター 大阪市平野区長吉長原3-5-7
フレックス動物病院 大阪市北区本庄東2-2-2-1F
ル・クール動物病院 大阪市淀川区加島3丁目中3-22
わたなべ動物病院 大東市御供田3-13-29
河田動物病院 大東市明美の里町3-1
とよなが動物病院 八尾市東山本新町1-14-8
ルカ動物医療センター 豊中市尐路2丁目10-20
アニマ動物病院 豊中市清風荘2-6-15
るり動物病院 枚方市山之上1丁目2-16 
いろは動物病院 枚方市長尾元町2-13-31
きんせい動物病院 枚方市東香里1-24-7
アーク動物病院 箕面市彩都粟生南二丁目12-8アヤハディオ箕面彩都店　2階
小野原もみじ動物病院 箕面市小野原西5-6-8
いぶきの動物病院 和泉市いぶき野2-9-1
寺田動物病院 たつの市龍野町島田248-2
どい動物病院　龍野エルザ たつの市龍野町冨永715
シエル動物病院 芦屋市岩園町25-2
スイミー動物病院 芦屋市松ノ内町3-19 
ネクスト動物病院 芦屋市川西町5-2
芦屋動物病院 芦屋市打出小槌町9-1
マール動物診療室 芦屋市津知町2-21
伊丹動物医療センター 伊丹市宮ノ前2-4-25ネージュ宮ノ前 １Ｆ
ウィズ動物病院 伊丹市昆陽6-63-7
あおき動物病院 伊丹市西台2-5-12
はりま動物病院 加古郡播磨町東本荘1-12-22
バークレー動物医療センター 加古川市加古川町備後13
池沢動物病院 加古川市加古川町平野417
かなざわ動物病院 加古川市志方町志方町1661-2
加西レオ動物病院 加西市北条町北条323イオンモール加西北条1階イオンペット内
原動物病院 高砂市米田町島151-15
南が丘動物病院 三田市駅前町12-9
まつおかアニマルクリニック 神戸市須磨区多井畑東町15-5
かみよし動物病院 神戸市垂水区川原3-1-9コスミック1F
ユア動物病院 神戸市垂水区仲田1-8-24アーバンヴィレッジ垂水フラッツ103号
ひまわり動物病院 神戸市垂水区本多聞1-6-13
やまびこ動物病院 神戸市西区伊川谷町有瀬36-12ラ・ペジブル1F
島田動物病院 神戸市西区北別府4-3-13
KOBE三宮動物病院 神戸市中央区二宮町4-21-3サンシャイン三宮二番館103号室
にしだい動物病院 神戸市長田区西代通4丁目3-18
近藤動物病院 神戸市長田区長田町9-4-1
リバティ神戸動物病院 神戸市東灘区御影郡家1-20-9
さかたに動物病院 神戸市北区有野町有野2070-1
はせがわ動物診療所 神戸市北区鈴蘭台西町5-2-10ポリアンサローズ店舗103号
アッシュ犬猫クリニック 西宮市若松町5-4カサ夙川1F
武庫川動物病院 西宮市上田東町4-30
甲東動物病院 西宮市神呪町3-45
りえ先生のペットの未来クリニック 西宮市石在町10-27
ダンジョー動物病院 西宮市段上町4-4-3
ミネルバ動物病院 川西市美園町2-16
ペットクリニックりあん　川西病院 川西市火打1-8-2454
佐橋動物病院 川辺郡猪名川町上野字北畑23-10
たかた動物病院 南あわじ市市徳長166番地
アニマーレ動物病院 尼崎市御園2-3-30
なにわ動物病院 尼崎市西難波町1-29-12
ムコ動物病院 尼崎市大島3-33-3

京都府

大阪府

兵庫県



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

ひめ動物クリニック 尼崎市東園田町3-31-7
兵庫ペット医療センター 尼崎市立花町3-1-5
エルザ動物医療センター 姫路市下手野1-110-1
香寺エルザ動物病院 姫路市香寺町犬飼869-93
井上動物病院 姫路市神田町２丁目１０
姫路エルザ動物病院 姫路市野里155
サニー動物病院 宝塚市亀井町10-53エルフォンテⅡ　1Ｆ
マナ動物病院 宝塚市山本丸橋2丁目137-12
アテナ動物病院 宝塚市川面5-5-8
小林動物病院 宝塚市泉町25-17
中山寺動物病院 宝塚市中筋山手1-2-12
あかさか犬と猫の病院 磯城郡田原本町千代176-1ルートツエルヴ1-C
アイ・ペットクリニック 橿原市今井町3-11-22
耳成山動物病院 橿原市木原町225-9
おぎの動物病院 香芝市上中121-1
おかだペットクリニック 桜井市三輪45-4
くすのき動物病院 大和郡山市藤原町4-8
こおりやま動物病院 大和郡山市北郡山町250-15
こいずみ動物病院 奈良市押熊町759-4
奈良動物二次診療クリニック 奈良市三碓5-20-7
奈良動物医療センター 奈良市鶴舞東町2-6
動物病院　奈良 奈良市東九条町1545-1
あや動物病院 奈良市藤ノ木台4-1-17
トミー犬猫病院 奈良市薬師堂町1
和歌山動物医療センター 岩出市溝川202-3
やぐら動物病院 橋本市御幸辻184-4
きみいでら動物病院 和歌山市紀三井寺853-1
木原ペットクリニック 倉吉市昭和町2-116
さわずみ動物病院 倉吉市上灘町171-2
いずも神立動物病院 出雲市大津新崎町1-24-1
出雲どうぶつ病院 出雲市大塚町1141-3
岡山動物がんセンター　三宅動物病院 井原市下出部町2-21-16
ひまわり動物病院 岡山市中区兼基136-9
祇園アニマルクリニック 岡山市中区今在家164-3
パーム動物病院 岡山市中区清水1-9-12
やはた動物病院 岡山市中区八幡2-7
アマノ動物病院 岡山市南区大福307-10
がじゅまる動物病院 岡山市南区築港新町2-5-2
ダクタリ動物病院　岡山病院 岡山市南区福富東1-4-14
つだか動物診療所 岡山市北区横井上1290-5
かわち動物病院 岡山市北区下伊福1-7-24
こくたいちょう動物病院 岡山市北区国体町3-8Vets U ビル1F
若葉会動物病院 岡山市北区田中623-4
やさか動物病院 岡山市北区万成西町15-27
きび動物クリニック 岡山市北区門前260-3
笠岡ペットクリニック 笠岡市笠岡5611-2
おかだ動物病院 笠岡市笠岡600-26
あんこ動物病院 高梁市原田北町4346-1
山陽動物医療センター 赤磐市河本357-1
ひらい動物病院 浅口市金光町佐方161-3
とみたペットクリニック 倉敷市玉島八島1760-1
かもい動物病院 倉敷市新倉敷駅前2-87
まび動物病院 倉敷市真備町辻田183-2
まつかわ動物病院 倉敷市茶屋町510-1
倉敷動物医療センター　アイビー動物クリニック 倉敷市田ノ上1095-1
倉敷動物医療センター　アイビー動物クリニック　玉野病院 倉敷市田ノ上1095-1
だて動物病院 総社市小寺530-6
たるのどうぶつ診療所 里庄町里見9279
ハダ動物病院 安芸郡海田町西浜3-17-4
松本動物病院 呉市阿賀北8-1-24
かわかみ動物病院 呉市安浦町中央6-1-20
石崎動物病院 呉市三条3-4-12
かくだ動物病院 呉市焼山三ツ石町5-12
かみがいち動物病院 広島市安芸区船越南1-5-13
まるペットクリニック 広島市安佐南区大町西3-11-45-4
ヒロペットクリニック 広島市安佐南区大塚西4-8-31
よつば動物病院 広島市安佐南区八木2-11-11
あさ動物病院 広島市安佐南区八木5-2-11
アストム動物病院 広島市安佐南区伴中央1-4-14
こころ動物病院 広島市安佐南区伴南4-3-29
小田動物病院 広島市安佐北区口田1-13-18
ひのき動物病院 広島市佐伯区五日市町大字美鈴園4-2
野の花動物病院 広島市西区観音本町1-17-18-201
庚午動物病院 広島市西区庚午北4-6-5
三篠動物病院 広島市西区三篠北町8-11
あんずペットクリニック 広島市西区草津南3-2-8
川野獣医科 広島市西区南観音町17-2
うえおか動物病院 広島市中区吉島東2-18-11
柴崎動物病院 広島市東区牛田本町1-10-35
さくらだ動物病院 広島市東区戸坂千足1-6-17-1
はちペットクリニック 広島市東区中山中町11-55
いたもと動物病院 広島市東区福田2-2613-2
ベイ動物病院 広島市南区宇品西5-6-7
にほ動物病院 広島市南区仁保新町1-8-1
がじゅまる動物クリニック 広島市南区段原南2-1-15
パル動物病院 広島市南区比治山町4-13パラッシオ比治山1F
のば動物病院 三次市東酒屋町561-1
前田動物病院 三次市畠敷町352-3
つむら動物病院 庄原市上原町2666-3
もみじ動物病院 東広島市西条西本町14-46
まさおか動物病院 東広島市西条中央3-5-48
あじな動物病院 廿日市市阿品台3丁目1-1-103
松村動物病院 廿日市市宮内4317-5

島根県

岡山県

広島県

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

マリン動物病院 廿日市市住吉1-3-36
タバサ動物病院 福山市伊勢丘6-4-20
福山動物CT・リハビリセンター　Animal Care-Hospital ALOHA 福山市引野町5-12-5
高橋動物病院 福山市駅家町万能倉1281-1
あそう動物病院 福山市今津町330-3
ゆう動物病院 福山市手城町3-14-23
つむぎ動物病院 福山市曙町5-27-19
備後ペットクリニック 福山市川口町3-17-26
ふくやま動物病院 福山市東深津町1-14-7
あべ動物病院 福山市南蔵王町5-4-25
ハーツアニマルクリニック 福山市北吉津町3-11-11
ACC福山動物医療センター 福山市明治町11-2
前田動物病院 福山市木之庄町1-3-16
ふくふく動物病院 阿知須岩倉上1079-1
のみやま動物病院 宇部市妻崎開作2046-12
むつみ動物病院 下関市竹崎町3-7-16シティビル１階
みさお動物病院 岩国市山手町3-2-12 1F
ふじしま動物病院 岩国市尾津町2-1-15
シラナガ動物病院 周南市桜木2-12-18
三谷獣医科病院 周南市東北山1-2-15
とよかわ動物病院 防府市新田1163-5
うえだ動物病院 徳島県 板野郡藍住町笠木字中野60-1
はるひな動物病院 観音寺市木之郷町974-1
飯山あめり動物病院 丸亀市飯山町西坂元566-1
すざき動物病院 高松市香川町川東下1300-1
林動物病院 高松市国分-寺町新居1766-13
みずしま動物病院 高松市国分寺町福家甲2668-3
やまさきペットクリニック 高松市寺井町1106-4
みんなのどうぶつ病院 坂出市江尻町1261-3
うらら動物病院 坂出市文京町1-1-2
たかせ動物病院 三豊市高瀬町上高瀬1532-1
久保動物病院 仲多度郡まんのう町四條775-2
あい犬猫病院 仲多度郡多度津町栄町3-5-35-10
四国動物医療センター 木田郡三木町池戸3308-5
セントラルシティ動物病院 四国中央市妻鳥町2014-1
ル・ル・ル動物病院 松山市山越1丁目1-33
いっしき動物病院 松山市清住1-5-22
にいはま動物病院 新居浜市若水町2-1-11
木村どうぶつ病院 高知市前里294-1
アリスペットクリニック 高知市朝倉甲137-10
たかお動物病院 うきは市吉井町新治358-7
いまこが動物病院 遠賀郡遠賀町今古賀209番地ペットビレッジKATO1階
パル動物病院 遠賀郡水巻町樋口3-5
おんが動物病院 遠賀町遠賀川3-6-23
もり犬猫病院 久留米市善導寺町与田125-3
エンゼルペットクリニック 古賀市今の庄2-8-29
ひろまつ動物病院 行橋市道場寺1498-9
ゆじ動物病院 糸島市荻浦583-1
志摩なかむら動物病院 糸島市志摩井田原59-8
阿波獣医科病院 宗像市河東1557-1
オリーブ動物病院 春日市下白水南3-15
高橋ペットクリニック 春日市昇町6-31
藤中ペットクリニック 糟屋郡新宮町美咲2-17-14
福岡動物メディカルパーク　リヴ動物病院 糟屋郡須惠町旅石52-2
執取どうぶつ病院 太宰府市朱雀1-4-5
とふろう動物病院 大宰府市坂本1丁目1-18 1F
ファミリア動物病院 大野城市栄町3-1-24
いとう動物病院 大野城市下大利2-18-8
アニス動物病院 大野城市大池2-1-5
動物総合病院ユニベッツ福岡 大野城市緑ケ丘4-17-5
わかな動物病院 筑後市若菜1282-6
メイプル動物病院 筑紫郡那珂川町中原3-25
はるだ動物病院 筑紫野市原田8-1-5
たにや動物病院 筑紫野市桜台2-18-12
あおねこ動物病院 筑紫野市針摺東5-11-7
かねこ動物病院 筑紫野市美しが丘北4-1-4-1F
ハーレー動物病院 中間市通谷1-33-20
ＡＳＡＰ動物病院 直方市感田3597-1
16動物病院 福岡市西区拾六町5-3-6
室見動物病院 福岡市早良区室見1-11-9
りんご動物病院 福岡市早良区田隈3-6-26
みなとおおほり動物病院 福岡市中央区大手門2-9-29-101
福岡中央動物病院 福岡市中央区梅光園2-15-14
稲員犬猫香椎病院 福岡市東区香住ケ丘2-4-4
香椎ペットクリニック 福岡市東区香椎4-15-30
福岡東動物病院 福岡市東区香椎駅前3-4-25
たかみや通り動物クリニック 福岡市南区高宮2-1-33ロマネスク高宮102
みぎわ動物病院 福岡市南区長丘3-9-1日新ビル1F
児玉どうぶつ病院 福岡市南区老司1-5-2
オアシス動物病院 福岡市博多区板付7-10-37
東福間犬猫病院 福津市津丸1168-3
いとうづ動物病院 北九州市小倉北区上到津2丁目4-19 
折尾動物病院 北九州市八幡西区千代ヶ崎1-15-9
元吉動物病院 北九州市八幡西区船越1-5-7
おざわ動物病院 杵島郡江北町山口1257
おかざき動物病院 佐賀市下田町1-13
ゆうき動物病院 佐賀市巨勢町牛島78-32
江口動物病院 佐賀市大和町尼寺1585-3
野本動物病院 佐賀市南佐賀1-9-6
かがみ動物病院 唐津市鏡3564-1
古川動物病院 唐津市朝日町961-1
壱岐動物病院 壱岐市郷ノ浦町田中触989-1
かいぜ動物病院 佐世保市吉岡町1307-4

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

広島県

山口県

香川県

愛媛県



健診指定病院一覧 2018年11月30日時点

※順不同
病院名 都道府県 住所

パール動物病院 佐世保市宮田町4-9
アトム動物病院 佐世保市原分町69-4
ペットクリニック　いわきり 佐世保市椎木町440-3
ツルノ動物病院 佐世保市有福町4159-2
さわもと犬猫病院 時津町浜田郷299-10
堤動物病院 大村市杭出津3-445-2
たけがわ犬猫病院 長崎市東町2072-1
平野町ペットクリニック 長崎市平野町24-6
たいすけ動物病院 長崎市柳谷町2-3
ノア動物病院 長崎市柳田町42-7
島原動物病院 島原市白山町12-2
長崎どうぶつ病院 東彼杵郡川棚町百津郷58-4
諫早ペットクリニック 諫早市泉町23-9
たか動物病院 諫早市多良見町化屋812-1
ほっぺ犬猫病院 菊池郡菊陽町新山2-2-16
大津動物クリニック 菊池郡大津町室317-1
きくちスマイル動物病院 菊池市大琳寺135-1
江津動物病院 熊本市東区江津1-4-8
滝川ペットクリニック 熊本市東区新外1-5-49
城南さくま動物病院 熊本市南区城南町東阿高20-3
烏城ペットクリニック 熊本市南区川尻6-8-7
ムサシ動物医療センター 熊本市北区楠5-17-27
中央動物病院 熊本市北区龍田6-12-91
タナカ動物病院 合志市幾久富1866-350
星子動物病院 山鹿市中987-1
なかじま動物病院 八代郡氷川町鹿島775-2
ゆう動物病院 宇佐市石田65-1
永野どうぶつ病院 速見郡日出町3880-7
メイプルアニマルクリニック 大分市賀来北1-16-12
大分動物医療センター 大分市三芳1074-13
庄の原どうぶつ愛護病院 大分市庄の原2-３組
コムズ動物病院 大分市仲西町1丁目3-16
よしたけ動物病院 大分市猪野1572-4
アティオ動物病院 大分市田尻284-1
ハートフル動物病院 中津市相原3748-1
ナナ動物病院 宮崎市吉村町尻溝甲1142
篠原動物病院 宮崎市清水3丁目5-4
みやた動物病院 東諸県郡国富町木脇1001-1
帖佐ステラ動物病院 姶良市松原町2-27-9
亀山動物医療センター 姶良市平松4985-3
本田動物病院 鹿児島市宇宿1-34-19
たいら動物病院 鹿児島市宇宿3-54-10
カレン動物病院 鹿児島市原良3丁目1-6
アルフベッツ　クリニック＆サロン 鹿児島市慈眼寺町1-10
池田動物病院 鹿児島市新照院町28-7
ひら動物病院 曽於市大隅町下窪町４６
川畑動物病院 霧島市国分府中町10-41
よしはら動物病院 霧島市国分府中町24-19
ながみね動物クリニック うるま市前原308-4
蘭動物病院 浦添市屋富祖1-4-3タウンハイツ仲里106
なんせい動物病院 浦添市宮城4-1-7
牧港ペットクリニック 浦添市牧港2-49-1-2F
美里動物病院 沖縄市越来3-14-39メゾン石川1F
ペットメディカルセンター・エイル 沖縄市比屋根2-2-1
あんじゅ動物病院 宜野湾市真志喜3-14-1-102
アネシスペットクリニック 宜野湾市野嵩1-50-5
にしざきペットクリニック 糸満市西崎2-1-6 
ぎのわん動物病院 中頭郡中城村南上原417-1
CoCo動物病院 中頭郡読谷村座喜味88
フレンズ動物病院 中頭郡北谷町北前1-11-12
くどう動物病院 島尻郡南風原町字兼城587-2
さくらペットクリニック 島尻郡南風原町字与那覇507-1-1F
赤瓦動物病院 島尻郡八重瀬町屋宜原186番地1F
おもろ動物クリニック 那覇市安謝2-1-9
那覇獣医科病院 那覇市小禄42
田中獣医科病院 那覇市銘苅1-2-20 
ながいペットクリニック 豊見城市 字豊見城469-3
風の動物病院 豊見城市宜保401シャトレTK2　102
琉球動物医療センター 豊見城市与根5-27
恵動物病院 名護市大南1-4-11-1
ヤンバル動物診療所 名護市大北1丁目9番17号
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