
区 No. 施　設　名 所　在　地 電話番号 注射実施日時等 区 No. 施　設　名 所　在　地 電話番号 注射実施日時等

1 石田動物病院 鋼管通2-19-16 344-0678 当院の診療時間内であれば随時 39 岩間動物病院 有馬7-5-3 853-1488 お電話ください！（24時間，受付中）

2 小林動物病院 中島3-7-7　ﾀｲﾆｰｳｯｽﾞ1F 244-6822 事前にお電話をお願いいたします 40 にし動物病院 犬蔵2-2-15 978‐1238 当院の診療時間内であれば随時（木、祝日休診)

3 藤崎犬猫病院 藤崎3-15-6 277-2258 月～金9～12時・17～19時／土9～12時 41 森安動物病院 鷺沼1-6-12 857-1122 予約診療のため事前にお電話をください

4 竹原獣医科医院 宮前町8-14 233-3315 当院の診療時間内であれば随時 42 鈴木ペットクリニック 神木本町2-4-1 877-6745 当院の診察時間内であれば随時

5 わたりだ動物病院 渡田1-2-15 333-3949 予約診療のため来院前にお電話を　日・祝日休診 43 上原どうぶつ病院 菅生3-1-14 978-5260 月～土10～12・16～21／日祝9～12　木休診

6 しょうたろう動物病院 渡田東町19-5 366-1281 診療時間内であれば土日も可、木曜休診日 44 多摩獣医科病院 菅生3-43-12 977-2167 当院の診療時間内であれば随時

7 たかとし猫と犬の病院 昭和2-18-10 201-7126 当院の診療時間内であれば随時 45 有馬動物病院 東有馬2-35-53 877-4580 月～金9～12時・16～19時／土曜9～12時 日祝日休診

8 たかはし犬猫病院 大島3-21-1 MANAKA BLD V 1階 201-1363 当院の診療時間内であれば随時 46 村山動物病院 水沢2-3-11 977-8829 当院の診療時間内であれば随時

9 みしま動物病院 遠藤町2さいわい第1ﾋﾞﾙ 520-3232 当院の診療時間内であれば随時 47 ルート動物病院 宮崎6-8-7 863-5610 当院の診療時間内であれば随時  木曜日休診日

10 河原田犬猫医院 北加瀬2-18-4 588-1821 月～土の9～12時と14～19時に注射します 48 稲田堤動物病院 菅2-3-1 944-2047 当院の診療時間内であれば随時

11 ブナの森動物病院 南加瀬3-9-28 280-7875 当院の診療時間内であれば随時 49 ぬまた動物病院 菅馬場2-29-9 944-2555 当院の診療時間内であれば随時

12 中山動物病院 小向仲野町1-31 555-5727 当院の診療時間内であれば随時 50 中野島動物病院 中野島4-10-2 911-3521 平日9～12時・16:30～19時・木．祝．日曜午後休診

13 エアリーズ動物病院 小向西町4-125 276-8968 当院の診療時間内であれば随時 51 吉村動物病院 長尾1-18-2 932-5030 当院の診療時間内であれば随時

14 ウチダ動物病院 下平間206 511-0909 当院の診療時間内であれば随時 52 獣医科村上医院 長沢1-16-18 977-9220 9～12:30　15～18:30/火曜・木曜午後休診、日曜予約制

15 矢口獣医科病院 神明町2-56-2 522-0636 当院の診療時間内であれば随時 53 桑原動物病院 長沢4-41-20 953-5102 9～12時・16～19時／水、祝、日曜午後は休診

16 山田動物病院 中幸町2-48 541-0106 当院の診療時間内であれば随時 54 オダガワ動物病院 登戸2129 900-8588 9～12時・16～19時　日祝18時まで／木曜休診

17 さいわい動物病院 中幸町1-21-1 556-0550 当院の診療時間内であれば随時 55 獣医科工藤医院 登戸1954 911-2412 当院の診療時間内（火曜・祝祭日を除く）

18 ビンゴ動物病院 小倉5-5-27 201-1086 9～12時・16～20時/日祝日9～12時まで／木曜休診 56 荒川動物病院 東生田2-15-15 922-4160 火～土9～13時・18～20時／日10～12時

19 池田動物病院 上丸子山王町2-1328 433-2274 当院の診療時間内であれば随時 57 はやしばら動物病院 長沢2-2-1 789-8009 当院の診療時間内であれば随時

20 マリアペットクリニック 北谷町101-1 555-3611 木曜を除く9～11:30・16～18時 58 せいた動物病院 桝形3-2-16 271-8111 9半～12、17～20／水曜休診

21 きづきペット診療室 木月3-59-1 750-9213 水曜を除く9～12時・15～19時 59 王禅寺ペットクリニック 王禅寺西3-27-1 969-1013 診療時間内は随時・その他予約枠有

22 小林獣医科医院 小杉町1-542 722-4565 月～土の9～12時・15～19時、日曜祝日休診 60 王禅寺ペットクリニック 新百合ヶ丘病院 上麻生1-14-2 952-2200 診療時間内は随時・その他予約枠有

23 高野動物病院 下小田中5-4-1 752-8199 当院の診療時間内であれば随時 61 麻生獣医科医院 上麻生2-38-9 965-1150 予約診療のため、あらかじめお電話ください

24 馬場動物病院 下新城2-6-36 777-1271 月～日の9時～20時 62 パーシモン動物病院 五力田2-4-1 988-7715 月火水金土9～12時・16～19時／日9～12時

25 れんがのいえ動物病院 宮内2-30-11 740-3977 当院の診療時間内であれば随時 63 斉藤動物病院 下麻生3-25-36 986-2885 予約診療のため、あらかじめお電話ください

26 等々力の森動物病院 宮内4-22-11 788-2213 月火水金土9～12時・16～19時／日9～12時 64 ハルどうぶつ病院 高石3-13-8 966-5157 9～12時・16～20時／水曜休診・日祝午前のみ

27 めい動物病院 上新城2-2-5ｿﾚｱｰﾄﾞ上新城1階 798-1111 9～12時・16～19時日曜17時まで／水曜祝日休診 65 そえだ動物病院 千代ヶ丘7-19-6 953-2008 金曜・祝日を除く　9～12時・14～17時

28 たはら動物病院 木月4-4-24新福ビル１Ｆ 430-5512 診療時間内であれば随時可能も午前中推奨 66 ホームズ動物往診所 麻生区 070-1396-0412 往診のみ

29 平間獣医科クオンクリニック 上平間1262 223-6363 当院の診療時間内であれば随時 67 ペガサスペットクリニック 万福寺1-15-3 953-7077 月火水金土日曜　7～12時/16～21時　木曜休診

30 マーク動物病院 小杉御殿町1-976-3吉田ハイム１階 738-1215 診療時間内は随時・その他予約枠有 令和２年２月現在

31 みつはし動物病院 井田杉山町2‐1  LIFE PORT杉山１F 863-8056 当院の診療時間内であれば随時

32 シリウス犬猫病院 木月2-10-6 789-9030 8～12時・16～19時/日祝日9～13時まで／水曜休診 ※

33 りかペットクリニック 久地4-11-47 813-6522 予約診療のため、あらかじめお電話ください 

34 つだやま動物病院 久地4-24-37-102 814-1249 月火水金土9～12時.16～19時/日祝10～12時.13～15時

35 田山獣医科病院 下作延1-7-1 822-2872 当院の診療時間内であれば随時 ※

36 もみの木動物病院 下作延3-3-1 870-5055 月火水金土9～12時・16～19時／日9～12時

37 新城犬猫病院 千年新町18-1 777-5430 平日9～20時　（日曜日午前中）

38 くらた動物病院 二子5-3-6 814-5521 当院の診療時間内であれば随時
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注射料金とは別に、済票交付手数料として５５０円かかります。
４月１日から６月３０日以外の注射料金は動物病院にお問合せください。

動物病院ごとに、実施日、時間などが異なります。
予約が必要な場合もありますので、事前に電話等で御確認願います。
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