
■対象は

・年齢20歳以上の横浜市民が手術費用の助成を希望する猫（野良猫含む）

・市内で飼養され、手術実施時に健康であること

・犬は対象外となりました

■注意！

・助成対象となる動物病院は、（社）横浜市獣医師会会員の動物病院です。

■お問い合わせは ・横浜市健康福祉局動物愛護センター　℡　４７１－２１１１

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/

・（社）横浜市獣医師会　　℡　７５１－５０３２

http://www.yvma.or.jp/

■お申し込みは ・お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課

■手術は ・（社）横浜市獣医師会会員の動物病院

平成2４年６月１日（金）から受付開始します。
助成頭数が２，４００頭に達し次第、事業終了となります。

・申し込みをされる前に実施した手術は、助成の対象外となります。

健康な猫（野良猫含む）2,４00頭 を対象に

不妊・去勢手術料金の一部を助成します。

（助成額：飼い猫 ４，０００円、野良猫 ６，０００円）

横浜市健康福祉局・（社）横浜市獣医師会

犬は助成の対象外となりました

市民の皆様に不妊・去勢手術の重要性についてご理解いただき、飼育され

る見込みのない犬や猫を減少させ、市民に対する被害や迷惑を未然に防止

することを目的に、昭和６３年から犬猫の不妊・去勢手術推進事業を行っ

てまいりましたが、犬については、引取り数が減少し当初の目的を達成し

たことから、平成２２年度から助成の対象外となりました。

平成24年度

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/
http://www.yvma.or.jp/
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【鶴見区】 赤塚犬猫病院　　　　 下末吉2-12-3　　　 582-5575
【鶴見区】 寺尾赤塚犬猫病院　　　　 北寺尾5-6-21　　　 585-5575
【鶴見区】 大西動物病院　　　　 元宮1-14-19 　　　 574-1005
【鶴見区】 後藤動物病院　　　　 下末吉5-8-11　　　 571-3195
【鶴見区】 ピア動物医療センター　　　　　 東寺尾6-1-37　　　 584-7777
【鶴見区】 KONDOHどうぶつ病院　 向井町3-77-7　　　 505-1122
【鶴見区】 さいとう動物病院　　 馬場3-1-9 ｽｰﾊﾟｰ文化堂2F 　　　　 584-8786
【鶴見区】 清水動物病院 佃野町3-3 583-3738
【鶴見区】 つるみ水谷獣医科病院 鶴見中央5-6-9 ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ102 504-3710
【鶴見区】 杉本動物病院 駒岡3-2-21 ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ三ツ池B1 574-1070
【鶴見区】 北寺尾ペットクリニック 上の宮1-8-22 574-1437
【鶴見区】 りゅう動物病院 本町通3-163-7 511-1312
【鶴見区】 末吉動物病院 上末吉3-11-2 580-5833
【鶴見区】 ベル動物病院 上末吉5-19-2 580-2211
【鶴見区】 三ツ池動物病院 上末吉1-17-9 520-2000
【鶴見区】 ココ動物病院 栄町通1-10-3 506-0600
【鶴見区】 クレスト動物病院 下末吉5-11-51 584-9855
【神奈川区】 青池犬猫病院　　　 平川町29-1　　　　　 481-2777
【神奈川区】 岡本動物病院　　　 片倉2-24-1　　　　　 491-5741
【神奈川区】 ヨコハマ動物病院　 桐畑1-4 　　　　　　 321-3504
【神奈川区】 小菅獣医科病院　　 西神奈川3-9-1 　　　 432-0316
【神奈川区】 小林ペットクリニック　　　 六角橋5-9-10　　　　 413-4333
【神奈川区】 サエグサ動物病院　 六角橋2-9-3 　　　　 413-1772
【神奈川区】 タケザワ獣医科　　　　　　 菅田町2874-31 　　　 472-5755
【神奈川区】 平田獣医科病院　　 西寺尾4-10-17 　　 434-1119
【神奈川区】 みこしば動物病院 松本町3-27-4 324-0038
【神奈川区】 よしいけ動物病院 三ツ沢下町3-25-101 320-1724
【神奈川区】 佐波動物病院 西寺尾2-7-8 402-5432
【神奈川区】 秋元どうぶつ病院 大口通129-7 434-0022
【神奈川区】 あいざわ動物病院　 白幡仲町47-31 402-2231
【神奈川区】 片倉どうぶつ病院　　 片倉町5-19-36　　　　 491-1739
【神奈川区】 小澤動物病院 菅田町355-2 473-9711
【神奈川区】 しみず動物医院 大口仲町166-6 401-1171
【神奈川区】 ベイサイド・アニマルクリニック 栄町22-9　栄町中央ﾋﾞﾙ1階 440-0987
【西区】 ペットの病院こすげ 浜松町12-24 　　　　 231-6795
【西区】 西横浜動物病院 久保町12-2 ｽｶｲｺｰﾄ101 263-4337
【西区】 ウエスト動物病院 浅間町2-102-5 321-1013
【西区】 しおせ犬猫病院 浅間町4-340-6　塩瀬ビル101 311-6534
【西区】 ローレル動物病院 南浅間町30-1　西横浜レジデンス１F 534-9299
【西区】 たんぽぽ動物クリニック 中央1-35-5　アイ・リベール櫻田１F 534-7831
【中区】 小柳動物病院　　　 竹之丸78  　　　　　 641-1323
【中区】 マイスター動物病院　　 千代崎町1-3 　　　　 622-0201
【中区】 長者町動物病院　　 翁町2-9-4　横浜TSI翁ﾋﾞﾙ1F 663-6800
【中区】 本牧アニマルホスピタル 本牧三之谷21-6  　　 621-0503
【中区】 山手動物病院　　　　　 山元町3-129-5 　　　 664-6229
【中区】 本牧通り動物病院　　 本牧宮原7-1 　　　　　 621-1222
【中区】 見晴動物病院 千代崎町4-101 623-5357
【中区】 ときわぎ動物病院 本牧三之谷10-8　松本ﾋﾞﾙ1F 628-3122
【中区】 野毛坂どうぶつ病院 野毛町4-167　ﾊﾞﾛｯｸ神1F 251-1299
【中区】 兵藤動物病院板東橋 曙町5-72-7　ﾘﾌﾞｾﾞ横浜ｳﾞｪﾙﾃﾞﾊﾟｵ101 251-1124
【中区】 タムどうぶつ病院 本牧間門24-3-1F 263-6956
【中区】 かもめ動物病院　　 富士見町2-6　ｺﾙﾆｯｼｭ横浜101 325-8488
【中区】 めぐみ動物病院 柏葉27-4　アーバンヒルズ1F 228-8711
【南区】 ミュウ動物病院　　　 永田北1-2-6 721-1175
【南区】 加藤どうぶつ病院　　 永田南1-5-4　 742-7303
【南区】 加藤どうぶつ病院ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ･ｱﾆﾏﾙ･ｹｱ･ｾﾝﾀｰ　 六ッ川2-108-15 742-3531
【南区】 すがわら動物病院 別所5-22-8 742-1509
【南区】 たざわ動物病院　　　 大岡1-10-9　　　　 721-6701
【南区】 中川獣医科病院　　　 宿町3-59　　　　　 741-9776
【南区】 溝呂木動物病院　　　 六ツ川2-1-45 　　　 721-1771
【南区】 ふう動物病院 六ッ川4-1204-19 827-1387
【南区】 アルファペットクリニック　　　 南太田1-8-11　ｴｲｺｰﾋﾞﾙ1F  　　　 721-4577
【南区】 ミルキーウェイ動物病院 南吉田4-40-23　ﾎﾟｰﾄﾊｲﾑ第5吉野町104 252-0012
【南区】 井土ヶ谷しっぽ動物病院 井土ヶ谷下町16-3 ﾘﾌﾞｾﾞ横浜ﾌﾞﾗｯｻﾑｺｰﾄ101 741-3304
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【港南区】 ひの動物病院　　　　 日野7-6-6 　　　　　 844-1110
【港南区】 飯田動物病院　　　　 丸山台2-26-20 　　　 845-1756
【港南区】 港南ペットクリニック 港南6-21-15 842-7573
【港南区】 港南動物病院 港南2-9-32 845-0456
【港南区】 曽我動物病院 丸山台2-21-5 　　　 845-6087
【港南区】 GROW-WING Animal Hospital 丸山台1-2-1L-WING 2F 840-3601
【港南区】 田中犬猫病院 日野1-8-18 842-3359
【港南区】 中馬動物病院 最戸1-11-4 741-6731
【港南区】 はた動物病院 芹が谷1-12-8 825-9612
【港南区】 まるつか動物病院 港南台8-7-45 832-4111
【港南区】 諸岡動物病院 日野南5-48-1 893-7771
【港南区】 ただす動物病院　　　 芹が谷4-5-29　　　　 824-1122
【港南区】 チャンピオンペットクリニック　　　 上永谷2-11-1 いずみﾌﾟﾗｻﾞ上永谷107　　　　 847-3405
【港南区】 おか動物病院　　　　 上永谷3-1-2 　　　　 841-0755
【港南区】 アストラ動物病院　　　　 上永谷4-19-17 　　　 848-0634
【港南区】 ドルフィン動物病院 笹下3-41-13 846-0846
【港南区】 ブライトペットクリニック 上大岡西3-1-11　1F 844-3533
【港南区】 みきペットクリニック 港南台1-6-4　FKﾋﾞﾙ1F 830-5195
【港南区】 えんどう動物病院 大久保2-8-26 882-1077
【港南区】 シンシア動物病院 最戸1-2-3 ｻﾆｰﾊｲﾑⅤ1F 714-1560
【港南区】 みなみ動物病院 上大岡3-19-14 ｴﾚｶﾞﾝｽ上大岡１F 842-1888
【港南区】 おかの動物病院 港南台5-20-3 374-3795
【保土ケ谷区】 田中動物病院　　　　 岩間町2-100-10　　　 331-1131
【保土ケ谷区】 広瀬動物病院 星川3-6-10 331-4773
【保土ケ谷区】 動物病院　西谷 西谷町688 381-1672
【保土ケ谷区】 エムズアニマルホスピタル 天王町1-30-4 337-1599
【保土ケ谷区】 ほそみずペットクリニック 今井町176-4 351-5661
【保土ケ谷区】 上星川動物病院 仏向町208-2 333-6223
【保土ケ谷区】 兵藤動物病院保土ヶ谷橋 岩井町47 743-4034
【旭区】 あさの犬猫病院　　　 金が谷2-24-10　　　 953-1122
【旭区】 井上動物病院　　　　 鶴ケ峰本町1-26-23　　　 951-2380
【旭区】 あかね動物病院　　　 南本宿89-68 　　　　 351-6145
【旭区】 こやま動物病院 四季美台41 361-1662
【旭区】 希望が丘動物病院 中希望が丘93-11　 361-1827
【旭区】 万騎が原動物病院 柏町1-21 366-3304
【旭区】 兵藤動物病院 東希望が丘14-9 364-1367
【旭区】 中村動物病院　　　　 二俣川2-87-3　　　　 361-8227
【旭区】 吉田動物病院　　　　 今宿町1-13-1 　　　 365-3448
【旭区】 あさひ台動物病院　　 上白根3-8-2 　　　　 953-9202
【旭区】 動物病院 獣医さんのいるお家 鶴ケ峰2-10-3　　　　 955-2822
【旭区】 レモン動物病院　　　 市沢町336-10　　　　　 381-1515
【旭区】 赤尾動物病院 中希望が丘202-47 390-5033
【旭区】 きたがわ動物病院 市沢町887-13 373-2211
【旭区】 あさひのどうぶつ病院 白根1-21-19 953-2221
【旭区】 すどう犬ねこ病院 上白根2-6-2-101 951-9995
【旭区】 二俣川どうぶつ病院 二俣川2-52-1 363-0111
【旭区】 むかい動物クリニック 鶴ヶ峰1-48-28 382-7236
【旭区】 山田犬猫病院 さちが丘189-1　ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄさちが丘102 366-7045
【旭区】 ファミリアペットクリニック 白根7-15-6　ﾗｲﾌ白根101 955-5631
【旭区】 まみペットクリニック 東希望が丘204-19 366-5335
【旭区】 都岡動物病院 都岡町20-12　ﾏﾝｼｮﾝﾚｵ1F　 954-1014

【磯子区】 川口動物病院　　　　 岡村2-1-9 　　　　　 752-5251
【磯子区】 アン動物病院　　　　 東町10-24 ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ1F 　 753-6656
【磯子区】 曽屋動物病院　　　　 杉田3-11-2　　　　 771-0861
【磯子区】 武部獣医科病院　　　 森が丘1-13-20 　　　 842-1086
【磯子区】 根岸橋獣医科病院　　 馬場町1-6 　　　　　 751-6377
【磯子区】 洋光台ペットクリニック 洋光台5-3-22 831-2996
【磯子区】 みなとよこはま動物病院磯子ｾﾝﾀｰ病院 森2-10-20 751-6310
【磯子区】 マリン動物病院 原町9-7 750-1119
【磯子区】 葉山動物病院 岡村6-17-20 第2ﾏﾙｼﾝｺｰﾎﾟ1F 752-0088
【磯子区】 ひびき動物病院 洋光台6-2-17 南洋光ﾋﾞﾙ102 832-0390
【磯子区】 ひまわり動物病院 杉田6-5-34　ｶﾜﾊﾗﾏｰﾄ2－A 773-1321
【磯子区】 くりの木動物病院 栗木2-29-1-1Ｆ 367-9482
【磯子区】 なないろ動物病院 磯子2-2-16　ハイツ磯子103 355-0210
【磯子区】 みうら動物病院 洋光台3-36-20　ピロティ関101 836-3911
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【金沢区】 池西動物病院　　　　　　　　　　　　　 釜利谷東2-21-2　　　 784-1841
【金沢区】 茨木動物病院　　　 西柴3-22-13 　　　　 781-0012
【金沢区】 おだ動物病院　　　 六浦1-21-11　相川ﾋﾞﾙ1F　　　 783-6941
【金沢区】 マーサ動物病院　　 釜利谷東6-19-1　　　 786-8141
【金沢区】 マーサ動物病院動物医療センター　 釜利谷東6-22-28　　 770-0077
【金沢区】 金重動物病院　　　　 能見台通33-1  　　　 783-5658
【金沢区】 六浦動物病院　　　 六浦5-6-5　ｻﾝﾜﾋﾞﾙ１F 786-1525
【金沢区】 ミタ獣医科　　　　 富岡西4-60-9　　　　 771-6684
【金沢区】 山元獣医科医院　　 富岡西3-38-2　　　　 771-1181
【金沢区】 釜利谷ペットクリニック 釜利谷西6-1-31　　　　 786-8228
【金沢区】 ペットクリニックワタナベ　  　　　 町屋町2-10 784-0847
【金沢区】 横浜八景どうぶつ病院　 大道2-5-14  　　　　 789-0900
【金沢区】 アリスペットクリニック　　　 富岡東3-2-21　　　　 771-2345
【金沢区】 ふじい動物診療所 谷津町238-14 787-0821
【金沢区】 いぬねこ病院　アール・ポウ 六浦東1-20-6 517-4351
【金沢区】 金沢文庫どうぶつ病院 寺前1-18-9　ｱﾋﾞﾀｼｵﾝASABA１F 789-2460
【港北区】 相原動物病院　　　　　　　　　 菊名5-1-17　　　　　 421-2314
【港北区】 カトウ獣医科クリニック　 日吉本町1-4-26　　　 562-1853
【港北区】 ツチダ動物病院 大曽根1-8-6 543-8239
【港北区】 野田動物病院　　　 小机451 　　　　　　 473-3224
【港北区】 コトブキ獣医科医院　　 高田西2-1-22 593-6072
【港北区】 藤井動物病院　　　　　 菊名1-14-11 　　　　 401-0229
【港北区】 大倉山動物病院　　 大曽根台18-16 　　　 542-0462
【港北区】 サムペットクリニック 綱島東5-26-1　　　　　 544-1110
【港北区】 つなしま動物病院 綱島西2-16-19 544-5263
【港北区】 和田動物病院 下田町5-2-12 562-8835
【港北区】 クローバーどうぶつ病院 日吉本町3-40-17 ｻﾝﾗｲﾝ45 105　　　 564-3311
【港北区】 あつき動物病院 小机町5-5 477-1239
【港北区】 菊池動物病院 高田東1-17-16 531-0738
【港北区】 はる動物病院 新羽町1940 545-8600
【港北区】 バディどうぶつ病院 大倉山2-7-47 ｼｬﾄﾚ大倉山102 542-2005
【港北区】 たるまち動物病院 樽町3-3 540-8836
【港北区】 ペット医療センター　トレッサ横浜病院 師岡町770　ﾄﾚｯｻ横浜南棟3Ｆ 533-5116
【港北区】 もりなが動物病院 岸根町413-4　ハルハイム101 421-0101
【港北区】 Racoon Animal Clinic 新横浜3-13-11 620-4002
【緑区】 おくだ動物病院　　 鴨居5-28-6　　　　　 933-3691
【緑区】 近藤ペットクリニック　 長津田みなみ台1-6-12 984-4652
【緑区】 ヒロシ犬猫病院獣医科　　 中山町862-4 　　　　 934-2321
【緑区】 舘野動物病院　　　　　　　 霧が丘3-21-1　　　　 922-1391
【緑区】 千葉獣医科病院　　 長津田2-22-16 　　 981-0162
【緑区】 そえじま動物病院 十日市場852-1　ｴｸｾﾚﾝﾄ1-A 982-0220
【緑区】 ハッピーライフ動物病院 十日市場町901-6　藤ﾊｲﾂ101 988-1031
【緑区】 アイラ動物病院 長津田7-1-48 982-6653
【緑区】 なかはた動物病院 台村町128-5 931-2776

【青葉区】 青葉台犬猫病院　　　 つつじが丘36-23 　 981-3852
【青葉区】 井本動物病院　　　　 美しが丘5-29-11 　 902-3134
【青葉区】 たまプラーザどうぶつ診療室 新石川2-2-1たまﾌﾟﾗｰｻﾞｻｳｽﾌﾟﾗｻﾞ 912-0116
【青葉区】 市ヶ尾獣医科 市ヶ尾町518-29 971-2016
【青葉区】 あざみ野動物病院 美しが丘5-33-4 901-2211
【青葉区】 アテナ動物病院 青葉台1-7-5 青葉台東急ｽｸｴｱnorth2 1F 981-9888
【青葉区】 古山獣医科 榎が丘46-11 983-5291
【青葉区】 鈴木憲太動物病院 若草台22-3 962-9003
【青葉区】 中田動物病院 元石川7513 903-1777
【青葉区】 もえぎの動物病院(旧　はら動物病院） 柿の木台1-29 971-8524
【青葉区】 馬場動物病院 みたけ台28-1 973-0905
【青葉区】 愛犬病院　　　　　　 つつじが丘17-1　　 981-7454
【青葉区】 ベルジェ藤が丘動物病院　 梅が丘19-7　　　　 972-4111
【青葉区】 田園山田動物病院　　 市ケ尾1168-21　ﾒｿﾞﾝ市ヶ尾B号 　　 972-9849
【青葉区】 こどもの国動物病院 奈良1-19-1　鴨志田第１ﾋﾞﾙ104 962-3210
【青葉区】 ペットクリニックいしかわ 荏子田3-12-6 904-1588
【青葉区】 可愛動物病院 桜台1-83 984-1122
【青葉区】 青葉動物病院 市ヶ尾町1726-3 978-1133
【青葉区】 武井ペットクリニック 奈良3-21-2　金丸ﾋﾞﾙ1F 961-1622
【青葉区】 リコの動物病院 藤が丘2-3-2　ｼｭﾍﾞﾙﾃｨｰF 972-4131
【青葉区】 すすきの動物病院　　 すすき野3-7-3 　　 904-2066
【青葉区】 フォレスト動物病院 黒須田33-6 ﾃｯｻﾘｱあざみ野1F 978-4976
【青葉区】 えだ動物病院 荏田北2-5-25 913-4625
【青葉区】 新井動物病院 あざみ野南2-4-3　ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭあざみ野104 914-8250
【青葉区】 ピュア動物病院 すみよし台29-4　ﾋﾞﾗすみよし台101 961-2513
【青葉区】 フィル動物病院 つつじが丘1-14　　 988-2212
【青葉区】 さくら台動物病院 青葉台2-35-14 989-4112
【青葉区】 レオどうぶつ病院 若草台10-1 ﾌﾟﾗﾄｳﾓﾘ1F 960-0199
【青葉区】 コルフェ動物病院 藤が丘2-29-10 978-1013
【青葉区】 野田動物病院荏田分院　　　 荏田428-6 913-2395
【青葉区】 美しが丘動物病院 美しが丘西3-61-8 532-3737
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【都筑区】 すずき動物病院　　　 南山田町4076-1　　　 593-2333
【都筑区】 まつもと動物病院　　 牛久保西2-21-10　　　 912-1645
【都筑区】 おくつ動物病院　　　 荏田南4-27-50　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾙｱｷﾓﾄ1F 　　　 943-0039
【都筑区】 都筑動物病院　　　　 北山田2-2-19-1階　　 593-0097
【都筑区】 西村動物病院　　　　 荏田東1-21-12 ｻﾝﾊｲﾂ井上1F　　　 942-0115
【都筑区】 センターきた動物病院 中川中央1-38-18 914-7920
【都筑区】 ヒロどうぶつ病院 北山田1-15-4 595-2678
【都筑区】 ＭＯＭＯ動物病院 仲町台1-8-9 仲町台ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ202 943-0151
【都筑区】 オグラ犬猫病院 桜並木5番10号 943-5041
【都筑区】 東山田動物病院 東山田町171-14 590-0606
【都筑区】 ニュータウン犬猫病院 茅ヶ崎中央10-1 ｳﾞｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ1F 943-8284
【都筑区】 ペット医療センター荏田南総合病院 荏田南3-35-5　　　 949-3113
【都筑区】 牛久保東ペットクリニック 牛久保東1-38-16 590-2515
【都筑区】 トレフル動物病院　　　 中川1-7-10 910-1002
【戸塚区】 戸塚動物病院　　　　 戸塚町3863　　　　　 861-1045
【戸塚区】 クリハラペットクリニック 名瀬町764-9 814-2125
【戸塚区】 鳥が丘犬猫病院 鳥が丘25-1 862-5487
【戸塚区】 塚越動物病院　　　　 矢部町291 ｽｶｲﾋﾟｱｽｲｰﾄ1F       　 862-6270
【戸塚区】 ぬのかわ犬猫病院　　　　 下倉田町273 861-5111
【戸塚区】 保田動物病院　　　　 戸塚町4181　　　　　 881-3533
【戸塚区】 保田第２動物病院　　　　 戸塚町1037-3 864-3611
【戸塚区】 名瀬犬猫病院 名瀬町792-6 814-0708
【戸塚区】 おどりば動物病院 汲沢2-6-18 865-4880
【戸塚区】 松木犬猫病院 影取町24-3 851-0810
【戸塚区】 犬猫病院バディ 原宿3-3-25 851-1191
【戸塚区】 東戸塚ペットクリニック 平戸町307-5 第5笠原ﾋﾞﾙ1F 827-2702
【戸塚区】 舞岡どうぶつ病院 柏尾町150-12 820-0303
【戸塚区】 かたやま動物病院 下倉田町828-152　まろんﾋﾞﾙ1-A 861-2230
【戸塚区】 かみくらた動物病院 上倉田町2011-1 ｳｴｽﾄﾊﾞﾚｰ壱番館 1F 390-0030
【戸塚区】 野田動物病院戸塚分院 前田町56-1 822-8617
【戸塚区】 金重動物病院　　　　 汲沢428-7 861-2812
【栄区】 アリガ動物病院　　　 鍛冶ケ谷2-34-7　　　 892-0087
【栄区】 うちだ動物病院　　　 本郷台2-7-6　飯島ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ　　　　 892-8530
【栄区】 垣内動物病院　　　　 笠間町4-11-1 　　　　 893-2102
【栄区】 南戸塚動物病院 上之町8-3 891-1350
【栄区】 バグース動物病院　　 公田町161-5　美樹ﾋﾞﾙ101 894-6079
【栄区】 桂台獣医科医院　　　 桂台西2-3-8 　　　 894-5785
【栄区】 犬山動物病院　　　　 犬山町56-6　　　　　 892-9678
【栄区】 もも動物クリニック 桂台南1-9-1-105 893-1411
【栄区】 カサイアニマルクリニック 桂町681-10　ﾗﾌｨﾈｼｬﾝﾌﾞﾙ1F 893-9924
【泉区】 秋元動物病院　　　　 中田東1-34-29 　　　 802-0883
【泉区】 日向山動物病院　　　 和泉町7315-15 　　　 303-1122
【泉区】 木下動物病院　　　　 中田南3-9-7 　　　　 802-6155
【泉区】 小山動物病院　　　　 中田北2-15-15 　　　 802-1006
【泉区】 いずみペットクリニック　　　 和泉町3940-8　　　　 803-8033
【泉区】 横山動物病院 和泉町6598-12 802-6684
【泉区】 アニマルライフサポート 和泉町1925-8 801-3770
【泉区】 弥生台動物病院 弥生台27-3 814-0343
【泉区】 緑園動物病院 緑園7-6-13 812-5515
【泉区】 ユウ動物クリニック 中田東1-34-19 805-1199
【泉区】 なかまる動物病院 岡津町23 813-8909
【泉区】 プラード動物病院 緑園2-1-3-103 814-6112
【泉区】 西條アニマルクリニック 中田西3-24-3 801-1950
【泉区】 ヒロ動物病院 上飯田2081-10 806-1255
【泉区】 兵藤動物病院　いずみ中央 和泉町4734-7 803-1103

【瀬谷区】 動物病院カネコ 二ツ橋395 391-5623
【瀬谷区】 小林動物病院 阿久和東3-24-16 365-2335
【瀬谷区】 久松動物病院 阿久和西2-22-7 361-6751
【瀬谷区】 やしろ獣医科医院 相沢4-2-3 301-1775
【瀬谷区】 トラストペットクリニック 二ツ橋173　ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 362-9292
【瀬谷区】 はら動物病院 相沢2-6-2 304-3883
【瀬谷区】 木内動物病院 中央38-9 301-6960
【瀬谷区】 兵藤動物病院　瀬谷 下瀬谷2-20-8 301-8468
【瀬谷区】 あき動物病院 瀬谷5-39-4　　　　　 303-0076

※　手術を依頼する動物病院へは、必ず事前に連絡し、相談のうえお連れ下さい。
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