
ヤマザキ動物看護大学

※就職率　学校基本調査に基づき、就職率は就職希望者に占める就職者の割合を示し、進学、自営業、家事手伝い、留年、資格取得などを希望する者は除く。

　　　　　本学卒業生全体に対する就職率は大学85.8％

2019年3月卒業生  就職先 （2019年4月1日現在）

34.6％
動物病院

33.1％
 動物関連企業

32.3％
一般企業

就職率※ 99.2%

就職･求人情報

神奈川県

新潟県

富山県

長野県

静岡県

滋賀県

島根県

イオンペット㈱

シード動物病院

綜合警備保障㈱

ジャペル㈱

㈱ Liv.Design

㈱ LOVEPETSTYLE

あやい動物病院

㈱アミーゴ

㈲おがた動物病院

空港ペットサービス㈱

㈱ AMAMI ペットショップ A ペット南千住店

㈱ジャパンペットコミュニケーションズ       

㈱日本動物高度医療センター

㈲ TKD　栃木街道どうぶつ病院

㈲磯動物病院

㈱ケイ・ブックス アニマルルームいけもふ

ジャペル㈱

コトー動物病院

㈲高橋　高橋動物病院

㈲アイ・ディ・シー 光が丘動物病院グループ グリーンクリニック

㈱動物総合医療センター 新座動物総合医療センター

㈱アズノゥアズ

㈱トライアングル

㈲杉田動物病院

㈱ユニマットプレシャス 小谷流の里 ドギーズアイランド

北総どうぶつ病院

㈱ VCJ ホールディングス 千葉動物救急医療センター

㈲かつまペットクリニック

アニホスフォレスト㈱ Pet Clinic アニホス

㈱ TACT

㈱タカショー

㈱フォーバル

丸八殖産㈱　Cherish 田園調布店

㈱ QIX

㈱ワイ・エイ・シー ようが動物病院

㈱ TACT

DogTrainingSchool WARABY

ジャペル㈱

㈱セラヴィリゾート泉郷

イオンペット㈱

クローバーペットクリニック トリミング＆ホテル

ヴァンケット動物病院

上板橋どうぶつ病院

共立製薬㈱

国土緑化㈱

芝浦動物医療センター 芝浦海岸動物病院       

㈱日本動物高度医療センター

㈱日本動物高度医療センター

可愛動物病院

㈱ TACT

㈱ユニオンテラダ・コーポレーション 狭山湖動物霊園

㈲ベッツ・エーシー アリーズ動物病院

㈱エーティーティーソリューションズ 

㈱ Coo ＆ RIKU 東日本 

出身学校名 出身学校名就職先名称 就職先名称

県立宮古高等学校

私立聖和学園高等学校

私立聖和学園高等学校

私立仙台育英学園高等学校

県立米沢東高等学校

県立安達東高等学校

県立いわき光洋高等学校

県立喜多方高等学校

私立福島成蹊高等学校

県立石岡第一高等学校

県立伊奈高等学校

私立第一学院高等学校　高萩本校

県立鉾田第一高等学校

私立宇都宮短期大学附属高等学校  

県立黒磯高等学校

県立佐野東高等学校

県立朝霞西高等学校

私立浦和学院高等学校

私立浦和麗明高等学校

私立国際学院高等学校

私立昌平高等学校

私立花咲徳栄高等学校

私立志学館高等部

私立秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校

私立聖徳大学附属女子高等学校

私立千葉商科大学付属高等学校

県立千葉女子高等学校

私立日本大学習志野高等学校

都立板橋有徳高等学校

都立大森高等学校

私立北豊島高等学校

都立清瀬高等学校

私立錦城学園高等学校

私立国本女子高等学校

私立国本女子高等学校

私立クラーク記念国際高等学校

私立クラーク記念国際高等学校

私立啓明学園高等学校

都立小金井北高等学校

私立國學院大學久我山高等学校

都立小平南高等学校

私立女子聖学院高等学校

私立女子聖学院高等学校

都立神代高等学校

私立成立学園高等学校

私立成立学園高等学校

私立玉川聖学院高等部

私立多摩大学目黒高等学校

私立鶴川高等学校

私立帝京八王子高等学校

私立東亜学園高等学校

私立東京女子学園高等学校

私立東京立正高等学校

私立東京立正高等学校

私立トキワ松学園高等学校

私立二松學舎大学附属高等学校

私立日本工業大学駒場高等学校 

私立日本大学櫻丘高等学校

私立日本大学鶴ケ丘高等学校

私立文化学園大学杉並高等学校

私立文華女子高等学校

私立立正大学付属立正高等学校

私立和洋九段女子高等学校

私立和洋九段女子高等学校

私立麻布大学附属高等学校

県立生田東高等学校

私立大西学園高等学校

横浜市立金沢高等学校

県立川崎北高等学校

県立川崎工科高等学校

私立関東学院高等学校

私立北鎌倉女子学園高等学校

私立光明学園相模原高等学校

私立自修館中等教育学校

私立自修館中等教育学校

県立瀬谷高等学校

私立相洋高等学校

私立橘学苑高等学校

私立立花学園高等学校

私立立花学園高等学校

私立立花学園高等学校

県立多摩高等学校

県立茅ケ崎北陵高等学校

県立中央農業高等学校

私立桐蔭学園高等学校

私立桐光学園高等学校

私立日本大学藤沢高等学校

私立白鵬女子高等学校

横浜市立東高等学校

私立三浦学苑高等学校

私立横浜学園高等学校

県立横浜旭陵高等学校

県立高田商業高等学校

県立小杉高等学校

県立富山いずみ高等学校

県立富山南高等学校

長野県上田染谷丘高等学校

長野県岡谷南高等学校

長野県諏訪二葉高等学校

県立小山高等学校

県立下田高等学校

私立常葉大学附属常葉高等学校

私立日本大学三島高等学校

県立藤枝西高等学校

県立虎姫高等学校

高卒認定試験

岩手県

宮城県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

えぐち動物病院

PET HLDGS GROUP ㈱

都市環境整美㈱

ファミリー動物病院合同会社

㈱ TACT

ほけんの窓口グループ㈱

かどやアニマルホスピタル  

日本マニュファクチャリングサービス㈱

えぐち動物病院

㈲ヤマダ 亀戸動物総合病院

㈱ AHB

㈱乗馬クラブクレイン

アサヒペット㈱

㈻ヤマザキ学園

㈱サンリツセルコバ検査センター

㈱シー・アイ・シー

㈱日本動物高度医療センター

動物歯科クリニック 花小金井動物病院

㈱セラヴィリゾート泉郷

高ヶ坂動物病院

冨士電線㈱

We Care ㈱

㈲品川牧場

ジャペル㈱

石田ようこ犬と猫の歯科クリニック

㈱シー・アイ・シー

㈲つるみね通り動物病院

㈱てらだ動物病院

テトラ犬猫病院     

㈱がいなけん ながさわ動物病院

㈱サカイ引越センター

㈱フィクシー

㈲みかん動物病院

PET HLDGS GROUP ㈱       

㈱アスコ

㈱関内どうぶつクリニック

㈲さがみ中央動物医療センター

㈱ノジマ

㈱ザ・フォウルビ

日本ソフテック㈱       

㈱日本動物高度医療センター

小泉アフリカ・ライオン・サファリ㈱ 富士サファリパーク

We Care ㈱

㈱セラフ榎本

㈲堀プラスチック工業

ジャペル㈱

㈱エイジェック     

㈱日本動物高度医療センター

アイペット損害保険㈱

エコートレーディング㈱

エルム動物病院 草津院

綜合警備保障㈱

就職･求人情報
（参考：平成29年度就職率全国平均  大学98.0%）

< 就職先内訳 >

ヤマザキ動物看護大学



出身校別就職・進学先一覧
（2019年4月現在）

2013〜2018年度
1期生〜6 期生

出身学校名

就職先名卒業年度

≪北海道≫
■私立札幌日本大学高等学校
2013　㈱ワンダードック

■北海道岩見沢緑陵高等学校
2016　酪農学園大学附属動物医療センター

■私立北海学園札幌高等学校
2015　えのもと動物病院

≪青森県≫
■県立青森中央高等学校
2014　㈱シー・アイ・シー
2015　㈲成田動物病院

■県立青森西高等学校
2016　たま動物病院
■県立五所川原高等学校
2017　㈱アスコ
■県立三本木農業高等学校
2014　いけぶくろ動物病院
2014　ヨシダ動物病院

■私立八戸工業大学第二高等学校
2013　北里大学獣医畜産学部附属動物病院

≪岩手県≫
■県立久慈高等学校
2013　㈱永井農場

■県立大東高等学校
2016　イオンペット㈱
■県立宮古高等学校
2018　イオンペット㈱

■私立盛岡白百合学園高等学校
2016　エルムス動物医療センター八幡山院

≪宮城県≫
■宮城県泉館山高等学校
2014　Dog1 ㈱

■宮城県塩釜高等学校
2016　ねもと犬猫病院

■私立聖和学園高等学校
2018　シード動物病院
2018　綜合警備保障㈱

■私立仙台育英学園高等学校
2018　ジャペル㈱

■宮城県仙台東高等学校
2017　㈱ボゾリサーチセンター

■宮城県名取北高等学校
2017　㈲古谷動物病院

≪秋田県≫
■私立明桜高等学校
2013　㈱ AHB

≪山形県≫
■私立九里学園高等学校
2017　㈲オルカ 王禅寺ペットクリニック
■県立南陽高等学校
2013　㈲おがた動物病院
2013　㈱ペット＆ 2 ねん 3 くみ

■県立山形北高等学校
2014　㈱ AHB

■県立米沢東高等学校
2018　㈱ Liv.Design

≪福島県≫
■県立葵高等学校
2014　㈱かねだい

■県立安達東高等学校
2018　㈱ LOVEPETSTYLE

■県立安積黎明高等学校
2017　㈱ TACT

■県立安達高等学校
2013　㈱シンテック マーブル動物医療センター

■県立石川高等学校
2014　㈱アットエフ

■県立いわき光洋高等学校
2015　動物歯科クリニック 花小金井動物病院
2018　あやい動物病院

■県立喜多方高等学校
2018　㈱アミーゴ

■県立光南高等学校
2015　アニコム損害保険㈱ 

■県立白河旭高等学校
2017　㈲古谷動物病院

■私立日本大学東北高等学校
2015　エルムス動物医療センター八幡山院 
2015　リリーフ動物病院行徳

■私立福島成蹊高等学校
2018　㈲おがた動物病院

■県立福島西高等学校
2017　ハロー動物病院

■県立双葉高等学校
2015　㈲安藤犬猫病院

≪茨城県≫
■県立石岡第一高等学校
2018　空港ペットサービス㈱

■県立伊奈高等学校
2018　㈱ AMAMI ペットショップ A ペット南千住店

■私立茨城キリスト教学園高等学校
2013　アイ動物医療センター

■ウィザス高等学校
2013　㈱ Vets United アリサ動物病院

■県立太田第一高等学校
2015　イオンペット㈱

■県立鹿島高等学校
2015　東京農工大学農学部付属動物医療センター

■私立霞ケ浦高等学校
2017　あすか動物病院

■県立古河第二高等学校
2015　どうぶつクリニック NEXT

■県立古河第三高等学校
2017　㈲セキ動物病院

■県立境高等学校
2015　㈱アスコ

■県立佐和高等学校
2016　㈲宇都宮動物園

■県立下妻第二高等学校
2013　ふじわら動物病院
2016　アルト動物病院

■私立第一学院高等学校 高萩本校
2017　いけぶくろ動物病院
2018　㈱ジャパンペットコミュニケーションズ      

■私立つくば開成高等学校
2016　ちの動物病院
2017　㈱日本動物高度医療センター

■県立土浦第二高等学校
2015　大村歯科医院

■私立土浦日本大学高等学校
2014　アルバーロ動物病院

■県立取手松陽高等学校
2015　㈱ジョイフル本田

■県立藤代高等学校
2016　東京建物リゾート㈱

■県立鉾田第一高等学校
2018　㈱日本動物高度医療センター

■県立水海道第一高等学校
2016　みやけ動物病院

■県立水海道第二高等学校
2015　㈲つくば動物医療センター かつらぎ動物病院

■県立水戸第三高等学校
2017　㈱シー・アイ・シー

■私立茗溪学園高等学校
2014　トランスコスモス㈱

■県立竜ヶ崎第一高等学校
2017　ひたち野東アニマルクリニック

≪栃木県≫
■県立石橋高等学校
2016　ブレイス動物の病院

■県立宇都宮高等学校
2013　㈱戎 BOOK SELLER 書楽 和光店

■私立宇都宮短期大学附属高等学校
2017　㈲ペット・クリニック井上
2018　㈲ TKD 栃木街道どうぶつ病院

■私立宇都宮文星女子高等学校
2013　ひろた動物病院

■県立宇都宮南高等学校
2015　栃木街道どうぶつ病院
2017　㈱ Coo ＆ RIKU 東日本

■県立大田原女子高等学校
2013　はな動物病院
2015　㈱自然教育研究センター

■県立烏山高等学校
2016　那須南小動物医療センター 青木獣医科

■県立黒磯高等学校
2018　㈲磯動物病院

■私立國學院大學栃木高等学校
2013　アイリー動物病院

■私立作新学院高等学校
2013　かまどか

■県立さくら清修高等学校
2013　吉祥寺どうぶつ病院
2015　埼玉動物医療センター

■県立佐野高等学校
2016　EAST JAPAN KOYAMA
■私立佐野日本大学高等学校
2016　さくら動物病院
■県立佐野東高等学校
2018　㈱ケイ・ブックス アニマルルームいけもふ
■県立栃木翔南高等学校
2017　アイリー動物病院

■私立白鴎大学足利高等学校
2013　㈱サイゼリヤ

■私立日々輝学園高等学校
2017　㈱乗馬クラブクレイン

■県立茂木高等学校
2015　伏見動物病院

≪群馬県≫
■私立共愛学園高等学校
2013　ハナ動物病院

■県立渋川青翠高等学校
2017　㈱日本動物高度医療センター

■県立勢多農林高等学校
2016　カネ美食品㈱ 東京事務所
2017　後藤愛犬病院

■高崎市立高崎経済大学附属高等学校
2014　㈲ヒョウドウアニマルケア 兵藤動物病院
2016　あらたグループ ジャペル㈱
■私立高崎健康福祉大学高崎高等学校
2017　㈲ビクトリー
■県立沼田高等学校
2016　㈱林牧場
■県立藤岡中央高等学校
2016　㈲はまだ動物病院
■前橋市立前橋高等学校
2013　㈱ AHB
■県立前橋南高等学校
2017　㈱ AHB
■私立明和県央高等学校
2014　イオンペット㈱
2016　アルプス動物病院

≪埼玉県≫
■県立上尾高等学校
2015　㈱モノリス

■県立朝霞高等学校
2013　（社福）日本介助犬協会

■県立朝霞西高等学校
2018　ジャペル㈱

■私立浦和学院高等学校
2013　高ヶ坂動物病院
2014　㈱ペッツジャパン
2014　㈱システムシェアード
2015　㈱フローラル フローラル動物病院
2015　㈱ LIXIL ビバ
2016　イオンペット㈱
2016　㈲狭山乗馬センター
2017　㈱みづほ野
2018　コトー動物病院

■県立浦和北高等学校
2013　イオンペット㈱
2014　㈱バンガードインターナショナルフーズ
2015　アシュア動物病院

■私立浦和実業学園高等学校
2015　結城チロロ動物病院
2016　㈱ユニシス

■県立浦和東高等学校
2014　㈱東邦運輸

■私立浦和麗明高等学校
2013　Pet Clinic アニホス
2014　大橋動物病院
2016　田園調布動物病院
2016　㈱かねだい
2018　㈲高橋 高橋動物病院

■私立大妻嵐山高等学校
2015　いいの動物病院

■県立大宮南高等学校
2017　東葉ハウジング㈱
2017　㈱ライフコーポレーション

■県立小川高等学校
2016　㈱ FIELD 森の樹どうぶつ病院

■県立桶川高等学校
2017　㈱ TACT

■県立春日部東高等学校
2016　くみ動物病院

■川口市立川口高等学校
2017　イオンペット㈱

■県立川口青陵高等学校
2017　イオンペット㈱

■県立川越南高等学校
2013　ベル動物病院 本院

■県立久喜高等学校
2015　㈻埼玉医科大学

■県立鴻巣高等学校
2013　東京建物リゾート㈱ 

■私立国際学院高等学校
2018　㈲アイ・ディ・シー 光が丘動物病院グループ グリーンクリニック

■県立越谷西高等学校
2017　地盤ネットホールディングス

■私立埼玉栄高等学校
2014　アニマルウェルネスセンター
2016　ダクタリ動物病院・京都医療センター

■私立狭山ヶ丘高等学校
2014　㈱ヤマヒサ ペットケア事業部

■私立昌平高等学校
2018　㈱動物総合医療センター 新座動物総合医療センター

■県立庄和高等学校
2014　みき動物病院

■私立西武学園文理高等学校
2017　かつき動物病院

■私立西武台高等学校
2015　タリーズコーヒージャパン㈱

■私立聖望学園高等学校
2014　まりも動物病院

■私立東京成徳大学深谷高等学校
2016　みお動物病院

■私立獨協埼玉高等学校
2015　アニコム損害保険㈱
2016　Miss BIBI Pet SALON

■私立花咲徳栄高等学校
2015　㈲イシムラ アニマルクリニックイシムラ
2015　㈲バウ・ミュウ 渋谷犬猫病院
2018　㈱アズノゥアズ

■県立羽生第一高等学校
2015　㈱ベテナリクス 羽根木動物病院

■私立星野高等学校
2015　アニホスフォレスト㈱ Pet Clinic アニホス
2015　帝京科学大学大学院　進学

■私立本庄第一高等学校
2016　イオンペット㈱

■県立松山女子高等学校
2014　志木いわい動物病院

■私立山村学園高等学校
2014　つきのわ動物病院
2015　㈱ヤマヒサ ペットケア事業部

≪千葉県≫
■県立我孫子高等学校
2013　㈱ティア
2014　ひろ動物病院

■私立植草学園大学附属高等学校
2013　マーシー動物病院

■私立柏日体高等学校
2016　㈱ TACT

■県立鎌ケ谷高等学校
2013　ありす動物クリニック

■私立木更津総合高等学校
2016　㈱ AHB

■私立クラーク記念国際高等学校
2017　㈱ TACT

■私立敬愛学園高等学校
2017　あらたグループ ジャペル㈱

■県立検見川高等学校
2014　㈱アワーズ

■県立国分高等学校
2015　うさぎショップ Love Rabbit

■私立志学館高等部
2018　㈱トライアングル

■私立秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校
　（旧校名 秀明八千代高等学校）
2015　しのざき動物病院
2016　ごんた動物病院
2017　南小岩ペットクリニック 医療サポートセンター
2018　㈲杉田動物病院

■私立昭和学院高等学校
2017　㈱ AC プラザ苅谷動物病院

■私立聖徳大学付属女子高等学校
2015　㈱ガーデン動物病院
2018　㈱ユニマットプレシャス 小谷流の里 ドギーズアイランド
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■私立西武台千葉高等学校
2016　㈲セキ動物病院

■私立千葉敬愛高等学校
2017　はやし動物病院

■私立千葉経済大学附属高等学校
2016　あらたグループ ジャペル㈱

■私立千葉商科大学付属高等学校
2018　北総どうぶつ病院

■県立千葉女子高等学校
2017　㈱アズパートナーズ
2018　㈱ VCJ ホールディングス 千葉動物救急医療センター

■県立千葉南高等学校
2014　㈱ AHB
2014　ZOO JAPAN ㈱

■県立津田沼高等学校
2014　森久保薬品㈱

■私立東京学館高等学校
2017　おがわ動物病院

■県立土気高等学校
2016　㈱シー・アイ・シー

■県立成田北高等学校
2013　小泉アフリカ・ライオン・サファリ㈱

■私立二松学舎大学附属柏高等学校
2016　イオンペット㈱

■私立日本大学習志野高等学校
2018　㈲かつまペットクリニック

■船橋市立船橋高等学校
2013　ファミリーマート
2017　イオンペット㈱

■県立八千代高等学校
2016　イオンペット㈱

■私立八千代松陰高等学校
2016　姉ヶ崎どうぶつ病院
2016　イオンペット㈱
2016　幕張ビーンズ・ペットクリニック

■私立わせがく高等学校
2015　㈱ ayls

■私立和洋国府台女子高等学校
2015　㈱ジェイエスピー
2016　わたなべ動物病院

≪東京都≫
■都立浅草高等学校
2013　㈻ヤマザキ学園

■都立板橋有徳高等学校
2018　アニホスフォレスト㈱ Pet Clinic アニホス

■都立五日市高等学校
2013　梨の木どうぶつ病院

■都立江戸川高等学校
2014　㈱乗馬クラブクレイン

■私立桜美林高等学校
2015　㈱日本動物高度医療センター

■都立青梅総合高等学校
2015　はち動物病院
2017　㈲昭島動物病院

■都立大泉桜高等学校
2016　㈲ヒラミ ヒラミ動物病院

■都立大島海洋国際高等学校
2016　㈱エムリー

■私立大妻中野高等学校
2014　ひばり動物病院

■都立大森高等学校
2018　㈱ TACT

■私立かえつ有明高等学校
2014　麻布大学附属動物病院

■都立科学技術高等学校
2014　㈱日本生化学研究所

■都立葛飾野高等学校
2015　グリーンパーク動物病院
2016　宇田川ペットクリニック

■私立蒲田女子高等学校
2013　㈲佐久間商店

■私立川村高等学校
2016　コクーンペットクリニック

■私立神田女学園高等学校
2017　きたじま動物病院

■私立関東国際高等学校
2013　イオンペット㈱ 
2014　㈱ KNOS 

■都立北園高等学校
2015　ふじわら動物病院

■私立北豊島高等学校
2014　直井動物病院 

2018　㈱タカショー 

■私立吉祥女子高等学校
2014　㈱かねだい

■私立共栄学園高等学校
2015　どうぶつの総合病院
2015　㈱ファニメディック アニファ動物病院松戸病院

■私立共立女子第二高等学校
2014　新日本カレンダー㈱
2014　㈲ヨネヤマプランテイション
2017　あらたグループ　ジャペル㈱
2017　㈱ JPR

■都立清瀬高等学校
2016　㈱かねだい
2017　武蔵小金井ハル犬猫病院
2018　㈱フォーバル

■私立錦城学園高等学校
2014　㈱ジェイエスピー
2014　さの動物病院
2016　第一生命保険㈱
2016　動物病院かねがふち
2017　HITOWA ケアサービス㈱
2018　丸八殖産㈱ Cherish 田園調布店

■私立錦城高等学校
2013　ポウズ動物病院

■私立国本女子高等学校
2013　馬場総合動物病院 
2018　㈱ QIX
2018　㈱ワイ・エイ・シー ようが動物病院

■私立クラーク記念国際高等学校
2015　ブライト動物病院
2016　㈻創志学園クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス
2017　㈱セラヴィリゾート泉郷
2017　ピーツーアンドアソシエイツ㈱
2017　ユーコー電子工業㈲
2018　㈱ TACT
2018　DogTrainingSchool WARABY

■私立京華女子高等学校
2016　アニホスフォレスト㈱ Pet Clinic アニホス
2017　あさか台動物病院

■私立恵泉女学園高等学校
2014　（公財）アイメイト協会
2017　㈱マーキュリー

■私立啓明学園高等学校
2018　ジャペル㈱

■都立小岩高等学校
2016　千㈱

■私立工学院大学附属高等学校
2014　イオンペット㈱
2014　㈲町田動物病院
2015　㈱マイナビ
2017　㈱アットエフ

■私立麹町学園女子高等学校
2014　イソップ薬品㈱
2015　もりぞう動物病院
2016　㈱ヴァティー

■私立佼成学園女子高等学校
2014　ハート動物病院
2015　㈱ Coo ＆ RIKU 東日本
2017　㈱ヴィエリス

■都立江北高等学校
2015　㈱日本テレメッセージ
2016　㈱ AC プラザ苅谷動物病院

■都立小金井北高等学校
2015　つるまき動物病院
2017　㈱ベネッセスタイルケア
2018　㈱セラヴィリゾート泉郷

■私立國學院大學久我山高等学校
2018　イオンペット㈱

■私立国士舘高等学校
2015　㈱カラーズ GREEN DOG 東京ミッドタウン店
2015　㈱メッセージ

■都立小平南高等学校
2018　クローバーペットクリニック トリミング＆ホテル

■私立駒込高等学校
2015　イオンペット㈱

■私立駒沢学園女子高等学校
2015　㈻慈恵大学
2015　明大前動物愛護病院
2017　㈱セラヴィリゾート泉郷

■私立駒場学園高等学校
2014　㈱ケーワン

■都立鷺宮高等学校
2014　㈱ DOGLY
2015　久米川みどり動物病院

■私立桜丘高等学校
2015　ライオン動物病院

■私立実践学園高等学校
2013　ベルノス動物病院

■私立品川エトワール女子高等学校
2013　ジョルジオ アルマーニ ジャパン㈱
2015　モモ動物クリニック

■私立下北沢成徳高等学校
2014　イオンペット㈱
2014　㈱ザ・キッス

■私立淑徳巣鴨高等学校
2016　川口動物医療センター

■私立城西大学附属城西高等学校
2013　㈲ひまわり動物病院
2014　㈱チャーム・ケア・コーポレーション
2016　村瀬ドッグトレーニングセンター

■都立上水高等学校
2015　アニコム損害保険㈱
2015　立川プラスワン動物病院

■都立翔陽高等学校
2015　アニコム損害保険㈱　
2015　ゼファー動物病院
2015　立川みなみ動物病院
2016　立川プラスワン動物病院
2016　動物歯科クリニック 花小金井動物病院

■都立昭和高等学校
2015　中田動物病院

■私立女子聖学院高等学校
2013　㈲いぐさ動物病院
2015　㈱池田動物病院
2018　ヴァンケット動物病院
2018　上板橋どうぶつ病院

■私立白梅学園高等学校
2016　久米川みどり動物病院

■都立新宿山吹高等学校
2016　トライアングル動物眼科診療室

■都立神代高等学校
2014　㈲品川牧場
2018　共立製薬㈱

■私立杉並学院高等学校
2014　チコラ動物病院
2014　西荻動物病院
2014　㈲ヨネヤマプランテイション
2015　イオンペット㈱
2015　おおむら動物病院
2017　㈱チャーム・ケア・コーポレーション

■都立杉並総合高等学校
2015　ピージェイシー㈱ 友愛動物病院グループ東 3丁目ペットクリニック

■私立駿台学園高等学校
2015　㈱ T-trust
2016　こまつ製菓㈱

■私立正則高等学校
2013　㈱ブライトケア 介護付有料老人ホーム カーロガーデン八王子
2015　アニホスフォレスト㈱ Pet Clinic アニホス

■私立成立学園高等学校
2018　国土緑化㈱
2018　芝浦動物医療センター 芝浦海岸動物病院

■私立大正大学付属立正高等学校
2016　品川動物医療センター 大崎動物病院

■私立大成高等学校
2013　三愛オブリガス東日本㈱
2014　㈱コジマ
2016　オアシス動物病院

■私立大智学園高等学校
2017　㈲日本ベェツ・グループ 三鷹獣医科グループ

■都立高島高等学校
2014　日本クレア㈱

■私立拓殖大学第一高等学校
2013　クレア動物病院
2014　㈱鳳友産業
2014　㈲加藤動物病院
2015　アニコム損害保険㈱
2015　花王カスタマーマーケティング㈱

■私立立川女子高等学校
2013　府中の森動物病院

■都立田無高等学校
2013　石部どうぶつ病院
■都立多摩科学技術高等学校
2017　秋川どうぶつ病院
■玉川学園高等部
2014　㈻ヤマザキ学園
2015　㈲フリーステッチ
2015　㈻ヤマザキ学園

■私立玉川聖学院高等部
2017　ベルヴェット動物病院
2018　㈱日本動物高度医療センター

■私立多摩大学目黒高等学校
2013　㈱ウィズネット

2018　㈱日本動物高度医療センター

■私立中央学院大学中央高等学校
2016　㈲ベッツ元井 もとい動物病院
2017　㈱ CARE PETS

■都立調布北高等学校
2015　㈲矢敷動物病院
■都立調布南高等学校
2014　オールハート動物病院
2016　ねもと犬猫病院

■私立鶴川高等学校
2018　可愛動物病院

■私立帝京高等学校
2016　MP アグロ㈱

■私立帝京八王子高等学校
2013　テイケイ㈱
2018　㈱ TACT

■私立東亜学園高等学校
2018　㈱ユニオンテラダ・コーポレーション 狭山湖動物霊園

■私立東海大学菅生高等学校
2013　ごり動物病院
2013　㈱ノア動物病院 八王子病院

■私立東京家政大学附属女子高等学校
2016　アニムペットクリニック

■私立東京女子学園高等学校
2014　㈲古谷動物病院
2018　㈲ベッツ・エーシー アリーズ動物病院

■私立東京成徳大学高等学校
2014　東いわつき動物病院
2015　㈱コジマ
2015　㈲フジタ動物病院
2015　森久保薬品㈱

■私立東京電機大学高等学校
2016　（公財）日本小動物医療センター
2016　JA 西東京

■私立東京都市大学等々力高等学校
2015　東京海上日動安心 110 番㈱
2015　㈱ユナイテッドアローズ
2015　ルート動物病院
2016　アウンコンサルティング㈱

■私立東京農業大学第一高等学校
2014　駒沢どうぶつ病院

■私立東京立正高等学校
2016　㈱ PET BREEDER TOP PET
2018　㈱エーティーティーソリューションズ 
2018　㈱ Coo ＆ RIKU 東日本 

■私立東星学園高等学校
2013　アカシア動物病院

■私立桐朋高等学校
2016　㈱乗馬クラブクレイン

■私立トキワ松学園高等学校
2018　えぐち動物病院

■私立豊島学院高等学校
2015　品川動物医療センター  大崎動物病院
2015　㈱ LIXIL ビバ
2016　㈲ヒラミ ヒラミ動物病院

■都立豊多摩高等学校
2017　㈱エイジェック

■都立成瀬高等学校
2016　モリヤ動物病院 中町センター病院

■都立成瀬高等学校
2017　IMS グループ本部事務局

■私立二松學舎大学附属高等学校
2014　㈲ゾーディアック ケイ動物病院
2018　PET HLDGS GROUP ㈱

■私立日体桜華高等学校
2014　栗本動物病院
2017　東京建物リゾート㈱
2017　にれのき動物病院

■私立日本工業大学駒場高等学校
2017　㈱ライフコーポレーション
2018　都市環境整美㈱

■私立日本学園高等学校
2016　㈱パラレル東京
2017　㈲鈴並

■私立日本女子体育大学体育学部附属二階堂高等学校
2013　㈱レナウン
2014　京橋ロジス㈱

■私立日本体育大学荏原高等学校
2015　動物病院カネコ
2016　㈱ジャパンビバレッジホールディングス

■私立日本大学櫻丘高等学校
2018　ファミリー動物病院合同会社
■私立日本大学第三高等学校
2013　㈱インターズー
2016　芝浦動物医療センター 芝浦海岸動物病院

■私立日本大学第二高等学校
2015　パル動物病院

〈出身校別就職・進学先一覧〉
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■私立日本大学鶴ケ丘高等学校
2015　㈲アルファペットクリニック
2017　アリーズ動物病院
2017　㈱ AHB
2018　㈱ TACT

■私立日本大学豊山女子高等学校
2013　古谷動物病院
2015　㈱オーイズミフーズ
2016　㈱ねこのてカンパニー てまりのおうち

■私立日本放送協会学園高等学校
2013　㈱クリエイティブヨーコ

■都立農芸高等学校
2014　㈲加藤動物病院

■私立八王子高等学校
2013　イオンペット㈱

■私立八王子実践高等学校
2015　ほさか動物病院
2016　はち動物病院
2016　P's first ㈱

■都立八王子桑志高等学校
2015　TUMUGU

■都立東高等学校
2015　いけぶくろ動物病院
■都立東久留米総合高等学校
2015　イオンペット㈱

■都立東大和南高等学校
2016　㈲横尾動物病院

■私立広尾学園中学校・高等学校
2013　佐治動物病院

■都立広尾高等学校
2014　DOG'sPRO SHOP テリアス
2015　㈱ルミナス

■都立深川高等学校
2016　とおやま犬猫病院
■都立深沢高等学校
2016　㈱友伸エンジニアリング
■私立富士見高等学校
2016　もみの木動物病院
■私立藤村女子高等学校
2013　ハムリー㈱
2015　㈱コジマ

■都立富士森高等学校
2015　㈱ジャパンペットコミュニケーションズ

■都立府中西高等学校
2013　ゆたか動物病院

■都立府中東高等学校
2017　滝沢牧場

■私立文化学園大学杉並高等学校
2014　かいぬま動物病院
2017　㈱ユナイテッドアローズ
2018　ほけんの窓口グループ㈱

■私立文華女子高等学校
2018　かどやアニマルホスピタル

■私立文教大学付属高等学校
2014　㈱ガリバーインターナショナル

■私立宝仙学園中学高等学校
2015　西荻動物病院
2017　㈱マーキュリー

■私立豊南高等学校
2016　㈱ STARCAREER
2016　練馬テイルズ動物病院

■私立保善高等学校
2017　㈱コモディイイダ

■私立堀越高等学校
2016　㈲昭島動物病院
2017　ヒッツカンパニー

■都立三鷹高等学校
2015　アニホスフォレスト㈱ Pet Clinic アニホス

■都立瑞穂農芸高等学校
2014　かむい動物病院

■都立南平高等学校
2014　㈱みわエキゾチック動物病院

■都立南多摩高等学校
2014　㈻ヤマザキ学園
2015　くろだ動物病院

■私立明星学園高等学校
2017　ゆみ動物病院
■私立三輪田学園高等学校
2015　イオンペット㈱

■都立武蔵野北高等学校
2014　㈱アローズ

■私立武蔵野女子学院高等学校
2014　㈱ベルクラシック東京
2015　㈲日本ベェツ・グループ 三鷹獣医科グループ
2017　㈱エイジェック
2017　㈱ニュートン・サンザグループ

■私立村田女子高等学校
2016　とだ動物病院

■私立明星高等学校
2015　㈱コジマ

■私立明法高等学校
2014　㈱グッド・クルー

■私立目黒学院高等学校
2017　㈱オレンジアーチ

■私立目黒星美学園中学校・高等学校
2013　イオンペット㈱

■私立目白研心高等学校
2015　アニコム損害保険㈱
2015　つきしま動物病院
2016　アンドロボティックス㈱
2016　にれのき動物病院

■私立紅葉川高等学校
2016　市川動物病院
2017　える動物病院

■私立立正大学付属立正高等学校
2016　田中動物病院
2017　㈱ワイ・エイ・シー ようが動物病院
2018　日本マニュファクチャリングサービス㈱

■私立和光高等学校
2017　上埜動物病院
2017　㈱ビック・ライズ
2017　山田動物病院

■私立和洋九段女子高等学校
2015　㈲成城こばやし動物病院
2016　㈲ KAC 金町アニマルクリニック
2018　えぐち動物病院
2018　㈲ヤマダ 亀戸動物総合病院

■高卒認定試験
2013　にしやま動物病院
2014　なりた動物病院
2016　㈱フジフィールド ペットビレッジ動物病院 南大沢病院

≪神奈川県≫
■県立麻生高等学校
2016　㈱日本動物高度医療センター

■県立麻溝台高等学校
2017　アイペット損害保険㈱

■私立麻布大学附属高等学校
2013　イオンペット㈱ 
2013　㈲矢敷動物病院
2014　ひだまり動物病院
2015　イオンペット㈱
2015　山本どうぶつ病院
2016　なりた動物病院
2016　㈱ JPR 相模原プリモ動物病院
2018　㈱ AHB

■県立足柄高等学校
2015　高ヶ坂動物病院

■県立厚木高等学校
2015　㈱ AHB

■県立厚木東高等学校
2016　うちだ動物病院

■私立綾瀬西高等学校
2016　タリーズコーヒージャパン㈱

■県立有馬高等学校
2015　鶴川ペットクリニック
2015　吉池獣医科病院

■県立生田東高等学校
2018　㈱乗馬クラブクレイン

■県立伊志田高等学校
2016　イオンペット㈱
■県立伊勢原高等学校
2013　㈲みかん動物病院
2014　アキヨシアニマルクリニック
2015　フィル動物病院

■県立荏田高等学校
2015　㈻ヤマザキ学園

■県立海老名高等学校
2013　山口動物病院
2017　㈱ DYM

■私立大西学園高等学校
2018　アサヒペット㈱

■県立大船高等学校
2013　葉山どうぶつ病院

■県立金井高等学校
2016　㈱アスコ

■横浜市立金沢高等学校
2018　㈻ヤマザキ学園

■県立金沢総合高等学校
2013　セブンイレブン
2013　平和会ペットメモリアル

■県立鎌倉高等学校
2013　㈱ AHB

■私立鎌倉女子大学高等部
2015　東所沢動物病院
2017　㈲大塚動物病院
2017　溝呂木動物病院

■県立上溝高等学校
2013　ハムリー㈱

■県立上溝南高等学校
2014　あいはら犬猫病院
2016　ウスイ動物病院

■私立カリタス女子高等学校
2014　大和ハウス工業㈱

■県立川崎北高等学校
2018　㈱サンリツセルコバ検査センター

■県立川崎工科高等学校
2018　㈱シー・アイ・シー

■私立関東学院高等学校
2018　㈱日本動物高度医療センター

■私立函嶺白百合学園高等学校
2017　㈱伊豆シャボテン公園

■私立北鎌倉女子学園高等学校
2016　㈲保田動物病院
2018　動物歯科クリニック 花小金井動物病院

■県立霧が丘高等学校
2017　㈱チャーム・ケア・コーポレーション

■私立向上高等学校
2013　とかわ犬猫病院
2016　㈱ FUN ☆ UP AOZO-RUN
2016　㈱モリテック

■私立光明学園相模原高等学校
2014　アキヨシアニマルクリニック
2018　㈱セラヴィリゾート泉郷

■私立相模女子大学高等部
2013　㈻ヤマザキ学園
2017　㈱デイトナ・インターナショナル

■県立座間高等学校
2014　㈱ジーアンドエイチ 本間獣医科医院 ロイヤル相模原病院

■私立自修館中等教育学校
2018　高ヶ坂動物病院
2018　冨士電線㈱

■県立七里ガ浜高等学校
2015　ようだアニマルケアセンター

■私立湘南学院高等学校
2013　㈲明食
2014　Grow Wing Animal Hospital
2015　㈱セラヴィリゾート泉郷
2015　馬場総合動物病院
2016　ありす動物クリニック
2016　㈱ケイディーシー ハートフルペット
2016　MED Communications ㈱

■私立湘南工科大学附属高等学校
2014　㈱ AHB
2014　㈱乗馬クラブクレイン

■県立新栄高等学校
2017　ありす動物眼科クリニック

■県立菅高等学校
2017　Fuls Dog

■県立逗子高等学校
2016　イオンペット㈱

■県立逗葉高等学校
2017　ソルブ㈱

■私立聖セシリア女子高等学校
2015　㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

■県立瀬谷高等学校
2018　We Care ㈱

■私立捜真女学校高等学部
2015　DVMs どうぶつ医療センター横浜

■私立相洋高等学校
2014　㈱アットエフ
2014　平澤動物病院
2014　㈱ベリークルーズ
2015　森久保薬品㈱
2016　こうづ動物病院
2017　㈱ TACT
2018　㈲品川牧場

■私立高木学園女子高等学校
2016　㈱ TACT

■私立橘学苑高等学校
2013　兵藤動物病院
2018　ジャペル㈱

■私立立花学園高等学校
2016　㈱シー・アイ・シー
2016　ほさか動物病院
2017　㈲浅葉 浅葉動物病院
2017　㈱アスカ
2018　石田ようこ犬と猫の歯科クリニック
2018　㈱シー・アイ・シー
2018　㈲つるみね通り動物病院

■県立多摩高等学校
2018　㈱てらだ動物病院

■県立茅ヶ崎高等学校
2016　イオンペット㈱

■県立茅ケ崎北陵高等学校
2018　テトラ犬猫病院 

■県立中央農業高等学校
2014　寒川北インター動物病院

2018　㈱がいなけん ながさわ動物病院

■県立津久井浜高等学校
2013　㈲つだ動物病院
2014　アリス動物病院

■県立鶴見高等学校
2013 　㈱ジャパン・メディア・システムズ銀座 DAX DACHS
2015　アルフペットクリニック
2017　㈱ TACT

■県立鶴嶺高等学校
2014　辻堂犬猫病院
2017　あらたグループ ジャペル㈱

■私立桐蔭学園高等学校
2018　㈱サカイ引越センター

■私立桐光学園高等学校
2018　㈱フィクシー

■横浜市立戸塚高等学校
2017　㈱ラボテック
■私立日本大学藤沢高等学校
2013　㈱シンテック  マーブル動物医療センター
2018　㈲みかん動物病院

■私立白鵬女子高等学校
2018　PET HLDGS GROUP ㈱
■県立橋本高等学校
2015　丸栄工業㈱
2015　森久保薬品㈱

■県立秦野高等学校
2015　㈲たけうち動物病院

■横浜市立東高等学校
2013　猫専門病院 Syu Syu CAT Clinic
2018　㈱アスコ

■県立氷取沢高等学校
2013　東京建物リゾート㈱

■県立平塚中等教育学校
2013　㈲福沢動物病院

■私立藤沢翔陵高等学校
2015　アニコム損害保険㈱

■県立藤沢総合高等学校
2016　かん犬猫病院

■県立藤沢西高等学校
2015　辻堂犬猫病院

■私立武相高等学校
2016　㈱シー・アイ・シー

■私立法政大学女子高等学校
2013　森久保薬品㈱

■私立三浦学苑高等学校
2018　㈱関内どうぶつクリニック

■私立聖園女学院高等学校
2013　P's first ㈱
2015　㈲小川犬猫病院
2017　㈱シーボン

■私立緑ヶ丘女子高等学校
2015　めい動物病院

■横浜市立みなと総合高等学校
2017　㈱学究社

■横浜市立南高等学校
2016　イオンペット㈱
2016　野村不動産ライフ＆スポーツ㈱

■県立元石川高等学校
2014　たまプラーザどうぶつ診療室
2015　アニコム損害保険㈱
2017　㈱ JPR

■県立大和高等学校
2013　（社福） 日本介助犬協会

■県立大和南高等学校
2017　㈱ウェルネスフロンティア
■私立横浜高等学校
2013　㈱ファイブフォックス
■私立横浜学園高等学校
2015　㈱カインズ
2016　㈱つちや 文具スーパー事務キチ
2018　㈲さがみ中央動物医療センター

■県立横浜旭陵高等学校
2013　ハムリー㈱
2013　㈱アクティブメディカル
2018　㈱ノジマ

■私立横浜商科大学高等学校
2013　㈱コングレ
2015　（公財） ハーモニィセンター
2017　㈲田中動物病院

■私立横浜清風高等学校
2016　東京美装興業㈱

■私立横浜創英高等学校
2013　㈱三ツ池動物病院
2014　㈱ジョーカー
2015　たんぽぽ動物クリニック
2017　㈱ AHB

■私立横浜創学館高等学校
2013　㈱ジョージジャパン
2016　溝呂木動物病院

■横浜市立横浜総合高等学校
2013　ありす動物クリニック
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■県立横浜南陵高等学校
2013　㈱ AHB
2016　㈱カラーズ
2016　日本ステリ㈱

■私立横浜富士見丘学園中等教育学校
2015　smile pep

≪新潟県≫
■県立新井高等学校
2013　小島動物病院アニマルウェルネスセンター

■県立小千谷高等学校
2015　デビフペット㈱

■県立久比岐高等学校
2016　沢村獣医科病院

■県立佐渡高等学校
2013　飲食業
2014　㈱環境コントロールセンター

■私立上越高等学校
2017　㈲みなみ野動物病院

■県立高田商業高等学校
2018　㈱ザ・フォウルビ

■県立高田北城高等学校
2015　㈴相沢商会 トータルペットショップ糸魚川錦鯉センター

■県立高田高等学校
2014　さくらメディカル㈱

■県立十日町高等学校
2014　朝日生命保険相互会社
2017　㈱コメリ

■私立新潟青陵高等学校
2014　草村動物病院

■私立日本文理高等学校
2017　㈻麻布獣医学園 麻布大学 麻布大学附属動物病院

≪富山県≫
■県立小杉高等学校
2017　森久保薬品㈱

■県立小杉高等学校
2018　日本ソフテック㈱

■県立富山いずみ高等学校
2018　㈱日本動物高度医療センター

■県立富山南高等学校
2018　小泉アフリカ・ライオン・サファリ㈱ 富士サファリパーク

≪石川県≫
■県立大聖寺高等学校
2014　加賀おかだ動物病院

≪福井県≫
■県立金津高等学校
2017　小泉アフリカ・ライオン・サファリ㈱

≪山梨県≫
■県立上野原高等学校
2014　やまの動物病院
2015　㈻ヤマザキ学園

■県立塩山高等学校
2014　㈱ノア動物病院

■県立白根高等学校
2016　小滝橋動物病院

■県立都留高等学校
2013　上野原どうぶつ病院
2015　㈲ノースアニマルクリニック

■県立日川高等学校
2014　ゼットエー㈱

■私立富士河口湖高等学校
2016　㈱ TACT

■県立山梨高等学校
2013　のざわ動物病院

■私立山梨英和高等学校
2017　㈱雪印こどもの国牧場

■私立山梨学院高等学校
　（旧校名 山梨学院大学附属高等学校）
2016　㈱ JPR

■県立谷村工業高等学校
2013　かぶくん動物病院

≪長野県≫
■長野県上田染谷丘高等学校
2018　We Care ㈱

■長野県大町岳陽高等学校
2017　㈱リーフ動物病院

■長野県岡谷南高等学校
2018　㈱セラフ榎本

■長野県小諸高等学校
2017　グリーンエバー動物病院

■私立佐久長聖高等学校
2015　アンソニー動物病院

■長野県諏訪二葉高等学校
2018　㈲堀プラスチック工業

■長野県下諏訪向陽高等学校
2017　㈱やなぎだ

■私立東海大学付属第三高等学校
2015　アネモネ動物病院

■長野県飯田風越高等学校
2014　㈱ベリークルーズ
2015　吉池獣医科病院

■長野県飯山高等学校
2014　㈱ LIXIL ビバ

■長野県伊那北高等学校
2014　立川みなみ動物病院

■長野県大町岳陽高等学校
　（旧校名 長野県大町北高等学校）
2015　上埜動物病院

■長野県岡谷南高等学校
2016　㈲フリーステッチ

■長野県下諏訪向陽高等学校
2015　神奈川県警察

■長野県須坂商業高等学校
2014　ペットメディカル久が原

■長野県茅野高等学校
2013　経堂ペットクリニック

■私立長野清泉女学院高等学校
2015　竹原動物診療所
2016　イオンペット㈱

■長野県長野西高等学校
2016　㈱セラヴィリゾート泉郷

■私立長野日本大学高等学校
2014　まるこ動物病院

■長野県野沢南高等学校
2015　㈱スクイズ

≪岐阜県≫
■県立吉城高等学校
2016　イオンペット㈱

■県立中津高等学校
2017　㈲杉浦獣医科 あいち犬猫医療センター

≪静岡県≫
■県立池新田高等学校
2015　青山動物病院

■県立庵原高等学校
2013　やまと動物病院

■県立磐田西高等学校
2014　磐田信用金庫
2016　あらたグループ ジャペル㈱

■県立小山高等学校
2016　㈱東横イン
2016　ふじさん動物の病院
2016　㈻ヤマザキ学園
2018　ジャペル㈱

■私立加藤学園高等学校
2014　森久保薬品㈱
2014　㈱東北サファリパーク那須支店 那須ワールドモンキーパーク

■私立静岡学園高等学校
2014　㈲山田どうぶつ病院
2017　白金高輪動物病院

■私立静岡北高等学校
2017　富士見台動物病院

■私立静岡聖光学院高等学校
2014　アーミファーム㈱

■県立静岡農業高等学校
2013　㈱杉山獣医科

■私立清水国際高等学校
2015　㈱トレジャーワークス

■県立清水西高等学校
2013　愛犬病院
2016　狐ヶ崎動物病院

■県立下田高等学校
2013　角井ペットクリニック
2018　㈱エイジェック

■私立星陵高等学校
2017　朝霧ハイランド㈱ まかいの牧場

■私立桐陽高等学校
2014　中田動物病院

■私立常葉学園橘高等学校
2013　㈱杉山獣医科
2013　（公財）日本動物愛護協会
2016　大庭動物病院 清水病院

■私立常葉大学附属常葉高等学校
　（旧校名 常葉学園高等学校）
2018　㈱日本動物高度医療センター

■私立日本大学三島高等学校
2014　㈱ Olympic
2016　㈱ TACT
2018　アイペット損害保険㈱

■沼津市立沼津高等学校
2017　㈱セラヴィリゾート泉郷

■県立浜松湖東高等学校
2015　上島動物病院
2015　きのした動物病院

■私立藤枝西高等学校
2014　㈲渡辺動物病院
2018　エコートレーディング㈱

■県立富士宮西高等学校
2013　㈲ノースアニマルクリニック
2015　はら動物病院
2017　コアー動物病院

■県立三島北高等学校
2013　㈲パル動物病院

■県立三島南高等学校
2014　㈱ホテルニューアカオ
2015　㈲パル動物病院

■高卒認定試験合格
2015　ジョンソン・エンド・ジョンソン 東京サイエンスセンター

≪愛知県≫
■私立安城学園高等学校
2014　ハムリー㈱

■私立栄徳高等学校
2017　日本クレア㈱

■県立豊田北高等学校
2017　ほうなん動物病院

■県立名古屋南高等学校
2016　森久保薬品㈱

■県立尾北高等学校
2013　獣徳会 動物医療センター

≪三重県≫
■私立暁高等学校
2015　㈲矢敷動物病院

■私立高田高等学校
2014　㈱なかよし生き物倶楽部 プチ ZOO
2017　愛犬美容室 QunQun

■私立徳風高等学校
2014　ケアサポート㈱

≪滋賀県≫
■県立虎姫高等学校
2018　エルム動物病院 草津院

■県立彦根翔陽高等学校
2014　㈱エルザクライス 姫路エルザ動物病院

≪京都府≫
■私立京都産業大学付属高等学校
2013　バーニー動物病院

■府立京都八幡高等学校
2014　ごんた動物病院

■府立桃山高等学校
2013　㈲林屋動物診療室

≪大阪府≫
■私立上宮高等学校
2016　㈱ KSK

■私立大阪学芸高等学校
2014　㈱ Picone

■クラーク記念国際高等学校
2016　㈱モリテック

■私立四條畷学園高等学校
2015　たい動物病院

■府立摂津高等学校
2013　㈱動物メディカルセンター

≪兵庫県≫
■私立甲南女子高等学校
2013　ネクスト動物病院

■県立高砂南高等学校
2016　中央動物医療センター

■私立兵庫県播磨高等学校
2013　㈻ヤマザキ学園

≪和歌山県≫
■和歌山市立和歌山高等学校
2016　㈱シー・アイ・シー

≪島根県≫
■高卒認定試験
2018　綜合警備保障㈱

≪広島県≫
■県立高陽高等学校
2017　（公財）東京動物園協会 井の頭恩賜公園

■私立鈴峯女子高等学校
2014　㈱東京動物医療センター

■県立広島高等学校
2015　㈱日本動物高度医療センター

■私立広島文教女子大学附属高等学校
2017　柴崎動物病院

≪山口県≫
■県立光高等学校
2014　㈱コジマ

■県立防府高等学校
2017　つつじヶ丘動物病院

≪愛媛県≫
■県立西条高等学校
2013　宇野動物病院グループ セントラルシティ動物病院

≪高知県≫
■私立土佐塾高等学校
2015　ドルフィン動物病院

■私立土佐女子中学高等学校
2017　㈱四国銀行

≪長崎県≫
■県立清峰高等学校
2017　毎日興業㈱

≪大分県≫
■県立大分雄城台高等学校
2014　㈱ M.TRUNK メイプルアニマルクリニック

■県立大分南高等学校
2013　㈱シンテック マーブル動物医療センター

≪宮崎県≫
■私立宮崎学園高等学校
2016　㈱ TACT

■県立宮崎南高等学校
2014　㈱ジェー・エー・シー

≪鹿児島県≫
■私立屋久島おおぞら高等学校
2014　大塚犬猫病院

≪沖縄県≫
■県立那覇高等学校
2017　㈱ Coo ＆ RIKU 東日本

≪海外≫
■イギリス／私立立教英国学院
2013　アニコム損害保険㈱

■ニュージーランド／opihi high school
2013　つつじヶ丘動物病院
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㈲アースベッツ アース動物病院
えのもと動物病院
㈲グリーンフォレスト 緑の森どうぶつ病院
新札幌ラパス動物病院
中馬動物病院
ハーティ動物病院
㈲平岸ペットクリニック札幌院
㈲ホクアイ・ベッツ 北愛動物病院
ポッケ動物病院
㈲マウ MAUペットクリニック
山の手動物病院
ゆーから動物クリニック
ゆきの動物病院
酪農学園大学附属動物医療センター
ラパス動物病院グループ

㈲石澤動物病院
北里大学獣医畜産学部附属動物病院
㈲グリーン動物病院
こなか動物病院
㈲コンパニオン動物病院 救命救急動物医療センター 青森動物医療センター
さいがみ動物クリニック
㈲成田動物病院
ハートベル動物病院
ほき動物クリニック
㈲横田動物病院
ヨシダ動物病院

岩手どうぶつ医療センター
吉小路動物病院
けやき並木動物病院
佐野いぬねこ病院
ちば動物病院
㈱フレンズ動物病院

アセンズ動物病院
アレックス動物病院
㈱ウイル動物病院グループ
㈲エビス動物病院
笠原アニマルメディカルセンター
さがら動物病院
㈲仙台南動物病院
㈲千葉商事（若林救急動物病院・ウィル動物病院）
ナナ動物病院
よしなり動物病院
ヨシノ動物病院

㈲東雲会 むらおか動物クリニック

太田総合動物病院
おがわペットクリニック
おかざき動物病院
かじ動物病院
さがえ動物病院

㈲あい動物病院かしま
アミーペットクリニック
アリスペットクリニック
㈲安藤犬猫病院
いずみ動物病院
小川動物病院
かみなが動物病院
㈲県南動物病院
河野どうぶつ病院
さかい動物病院
すげの動物病院
そらいろ動物病院
どんぐり動物病院
にしき動物病院
箱﨑動物病院

藤田動物病院
ぽぴんず動物病院
森の丘動物病院
わんわんクリニック

アイリス動物病院
あおば動物病院
青山どうぶつクリニック
あすか動物病院
あすなろ動物病院
アリス動物病院
アンディいぬねこ病院
いしはら動物病院
市川どうぶつ病院
うちだペットクリニック
うめぞの動物病院
㈲S・Hサンワイ みなみ動物病院
おおかわ動物病院
かしま動物病院
かつらぎ動物病院
金沢動物病院
かなや動物病院
かねこ動物病院
かみす動物病院
かもめ動物病院
可世木どうぶつ病院
カレンアニマルクリニック
絹の里動物病院
㈲キューベット ひまわり動物病院
栗田動物病院
ぐり動物病院
クリス動物病院
クローバー動物病院
さくま動物病院
しもだてどうぶつ病院
新守谷動物病院
杉山動物病院
たのうえ動物病院
ちぎら動物病院
㈲つくば動物医療センター  かつらぎ動物病院
土浦どうぶつ病院
どうぶつ病院シン・ベット
動物病院ハートランド
取手犬猫病院
中川動物病院
なかじま動物病院
ぬかだ動物病院
野沢獣医科竜ヶ崎分院
パセオアニマルクリニック
長谷川動物クリニック
日立動物病院
ひたちのうしく動物病院
ひたち野東アニマルクリニック
ひまわり動物病院
フレンドアニマルメディカルセンター
㈲ペット医学機構 D&C獣医科クリニック
㈱ペピラ おおほ動物病院
㈱堀江動物病院
マックペットクリニック
㈱水戸動物病院
㈲皆川獣医科医院 aitom動物病院グループ
㈲S・Hサンワイ みなみ動物病院
㈲みむら動物病院
ユウアイペット㈲ けやき台動物病院
ゆりがおか動物病院
㈲太田黒商事 竜ヶ崎中央獣医科病院
わかばペットクリニック

アイリー動物病院
阿久津獣医科医院
足利綜合動物病院
㈲アンドレ動物病院
飯塚動物病院
泉が丘動物病院
㈲臼井犬猫病院
うつのみや動物病院
宇都宮東どうぶつ病院
遠藤犬猫病院
㈲おがた動物病院

岡本どうぶつ病院
柿沼ペット病院
蔵の街動物医療センター
黒磯動物病院
後藤愛犬病院
さかきばら動物病院
㈱させ犬猫の病院
雀の宮どうぶつ病院
すずき動物病院
鈴木どうぶつ病院
田村動物病院
寺内動物病院
騰川動物病院
とうごう動物病院
とがわ動物病院
栃木街道どうぶつ病院
とちの木どうぶつ病院
中村動物病院
那須南小動物医療センター 青木獣医科
はな動物病院
ひろた動物病院
ふくだ動物病院
伏見動物病院
ブレイス動物の病院
㈲ペット・クリニック井上
マエダ動物病院
みわ動物病院
メルどうぶつ病院
もおか動物病院
ローズ動物病院

アルプス動物病院
安中動物病院
イイヅカ動物病院
いなにわ動物クリニック
㈱REWS 大久保動物病院
カゴメ動物病院
北軽井沢動物病院
桐生中央動物病院
こぐれ動物病院
小曽根動物病院
さくら動物病院
新桐生駅前動物病院
たけごし動物病院
中野動物病院
ハローどうぶつ病院
ピア獣医科病院
㈲藤本アニマルクリニック
みやま犬猫病院

㈲アイ・ディ・シー 光が丘動物病院グループ グリーン動物病院
㈲あい動物病院
あいのまち動物病院
アイビーどうぶつ病院
アオト動物病院
あおぞら動物病院
あおやま動物病院
あかり動物病院
㈲秋芳動物病院
㈲上尾動物病院
あさか台動物病院
アシュア動物病院
アステール動物病院
㈱アニマルケア  グリーンヒルアニマルクリニック
アニマルメディカルセンター
アニマルクリニックイシムラ
アニマルクリニック
㈱ACR アニマルクリニックらぶ
アポロどうぶつ病院
あらい犬猫鳥の病院
荒井動物病院 
新井動物病院
㈲荒川動物病院
㈱あらた動物病院
アリスどうぶつクリニック
アルト動物病院
いいの動物病院
イーリスペットクリニック
石黒動物病院

北海道

埼玉

青森

岩手

栃木

茨城

群馬

秋田

宮城

山形

福島

動物病院

（一部抜粋）
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石井どうぶつ病院
イソダ犬猫病院
移動動物病院
いちかわペットクリニック
伊奈ペットクリニック
いのうえ動物病院
㈲ペット愛ランド 岩槻動物病院
梅沢動物病院
㈲a.m.c くりはし動物病院
駅前通り動物病院
エリーどうぶつの病院
㈲大沢動物病院
大串ペット動物病院
大橋動物病院
大宮たけうち動物病院
大宮中央動物病院
大野動物病院
岡本どうぶつ病院
おがわ動物病院
荻久保動物病院
小野どうぶつ病院
ORUKAペットクリニック
Caroどうぶつ病院
かさなみ動物病院
かしま動物病院
㈲片岡愛犬病院
かたぎ犬猫病院 川越どうぶつ医療センター
かつき動物病院
勝間動物病院
カティー動物病院
かとうどうぶつ病院
金子動物病院
かねこペットクリニック
上福岡OZ動物病院
上福岡ファミリー動物病院
狩野動物病院
川口動物医療センター
川越どうぶつ医療センター
川越パル動物病院
かんだ動物病院
きたじま動物病院
きむら動物病院MISATO
㈲桐原犬猫病院 所沢アニマルメディカルセンター
ぐぅ動物病院
くぬぎやま動物病院
くみ動物病院
くりはし動物病院（㈲a.m.c)
㈲グレースペットサービス グレース動物病院
クローバー動物病院
けやき台動物病院
けやき通り動物病院
㈲けやき動物病院
㈱アニマルプラザ けやき動物病院 富士見
こうのす動物病院
航空公園動物病院
小暮動物病院
越谷動物医療センター
小手指ペットクリニック
コトー動物病院
後藤動物病院
小鳥のセンター病院
㈲小林動物病院 アニマルクリニックこばやし
小山ペットクリニック
㈲こみね動物病院
小峯動物病院
埼玉動物医療センター
さいたま動物病院
彩の森動物病院
さかい犬猫病院
さかい動物病院
さくら動物病院
桜どうぶつ病院
さくら通り動物病院
指扇ペットクリニック
サム動物病院 サムトリミングクラブ
さわはた動物病院
三光アニマルクリニック㈲ コリーヌ動物病院
志木いわい動物病院
㈲トータルペットケア 七里動物病院

ベル動物病院 本院
弁天の森どうぶつ病院
ほかぞの動物病院
星の宮動物病院
㈱堀どうぶつ病院
本庄犬猫病院
政木どうぶつ病院
㈲マインズ コジマ動物病院
まつざか動物病院
みお動物病院
みき動物病院
みずほ台動物病院
みさと動物病院
美園どうぶつ病院
みつば動物病院
南浦和動物病院
南埼玉どうぶつ病院
㈲みねぎし動物病院
メープルどうぶつ病院
もとまち動物病院
もみの木動物病院
森田動物病院
やすだ動物病院
やはぎ動物病院
やました動物病院
山﨑どうぶつ病院
やまき動物病院 ㈲やまきアニマルサポート
やまなか動物病院
ゆう動物クリニック
結城チロロ動物病院
合同会社  ゆう動物クリニック
湯本ペットクリニック
ゆりのき通り動物病院
よこやまペットクリニック
㈲よしたに動物病院
よしむら動物病院
吉田どうぶつ病院
㈲よしだ動物病院
ライオン動物病院
らむ動物病院
リン動物病院
レイクタウン動物病院
和ごころ動物病院
ワラビー動物病院

アイアニマルペットクリニック
㈱アイエス動物病院
㈱アイエヌジー ペットのジャングル
アイペット動物病院
あいむ動物病院 西船橋
あおい動物病院
青木動物病院
あおぞら動物病院
秋山どうぶつ病院
アギー動物病院
アップル動物病院
アニック動物病院
アニファ動物病院
㈲アニマルエイド 南子安動物病院
AniMedic CARE&SUPPORT アニメディックケアアンドサポート
姉ヶ崎どうぶつ病院
アフィネ動物病院
あゆくペットクリニック
あらおい動物病院
あらきだ動物病院
ありむらペットクリニック
アローペットクリニック
イオンペット㈱ 動物病院事業部
いいぐら台動物病院
いしじま動物病院
石田動物病院
磯辺夏目どうぶつ病院
㈱市原動物病院
市原・山口動物病院
井上動物病院
今川どうぶつ病院
㈲いちかわ動物病院
ヴィアーレ動物病院
上田動物病院

㈲白石動物病院
しらおか動物病院
城山通りどうぶつ病院
㈲シロー動物病院
㈲TAMH すぎむら動物病院
すぎた動物病院
すずらん動物病院
草加みどり動物病院
そよかぜ動物病院
たかみね獣医科
㈲高橋 高橋動物病院
高橋犬猫病院
高萩はな動物病院
たかやなぎ動物病院
滝沢犬猫鳥の病院
たくま動物病院
武内どうぶつ病院
たじま動物病院
田中動物病院
タブチ動物病院
つきのわ動物病院
動物病院くまごろう
どうぶつクリニックNEXT
どうぶつのセンター病院
どうぶつの総合病院
動物病院川越㈱
とがさき動物病院
Dr.くまひげ動物病院
戸田動物病院
トム動物病院
豊泉動物病院
ドルフィンアニマルホスピタル
土呂どうぶつ病院
直井動物病院
中居動物病院
なみかわ動物病院
ナルどうぶつ病院
新座動物総合医療センター
日進動物病院
㈱リードベッツ 日本小動物医療センター

（公財）日本小動物医療センター
ぬのかわ動物病院
ねこの病院フェリス
猫の病院 マオ・キャットクリニック
ノイエ動物病院
のくぼ通りペットクリニック
㈲ノヤ動物病院
㈱バードモア 鳥の病院BIRD MORE
㈲バウ・ミュウ　渋谷犬猫病院
パスカル動物病院
ハダ動物病院
はとがや動物病院
はな動物病院
はまだ動物病院
ピア動物病院
㈲ピジョン動物愛護病院
ピッコリーノ動物病院
東いわつき動物病院
東川口どうぶつ病院
東所沢動物病院
東松山動物病院
氷川の杜動物病院CTセンター
ひだまり動物病院
ひなた動物病院
ひまわり動物病院
ひろ動物病院
ヒロキ動物病院
㈱FIELD 森の樹どうぶつ病院
ふくろう動物病院
㈲フジタ動物病院
ふじわら動物病院
ぶし動物病院
フレンドリー動物病院
ブン動物病院
平成動物病院
ペコ動物病院
㈲ベッツ・カタオカ アニマルケアガーデン椿峰
ペットクリニック＆ドッグサロン茶々
ペットクリニック クローバー

千葉
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北総どうぶつ病院
ポプラどうぶつ病院
本間獣医科医院 カインズ茂原病院
マーシー動物病院
㈲マーレ動物クリニック
牧の原どうぶつ病院
幕張ビーンズ・ペットクリニック
真間ペットクリニック
㈲マリーナストリート おかだ動物病院
マリーナ 街の動物病院
み～な動物病院
㈲三咲動物病院
ミズノ動物クリニック
みつわ台動物病院
緑ヶ丘動物病院
美浜どうぶつ病院
宮動物病院
むかい猫と犬の病院
むらた動物病院
森動物病院 五光本院
森下動物病院
谷津どうぶつ病院
㈲矢野どうぶつ病院
八千代動物病院
㈱八柱動物病院
ユアペットクリニック
㈱よしだ動物病院
ライズ動物病院
ラパン動物病院
リアンアニマルクリニック
梨香台動物病院
りょう動物病院
リリーフ動物病院行徳
ル・クールどうぶつ病院
六高台動物病院
㈲ワイズベット 新習志野どうぶつ病院
わたなべ動物病院

㈲アーク アーク動物病院
アール動物病院
あい動物病院
相川動物医療センター
㈲アイ・ディ・シー 光が丘動物病院グループ
あいはら犬猫病院
㈱アイ動物病院
青戸やまだ動物病院
あおぞら動物病院
あおぞらフレンドアニマルクリニック
あおい動物病院
㈱赤坂動物病院
アカデメイア動物病院
あきやま動物病院
あきペットクリニック
秋川どうぶつ病院
阿佐ヶ谷動物病院
浅草橋ねこの病院
麻布動物病院
あしあと動物病院
網代動物病院
アスク動物病院
吾妻橋動物病院
あすなろ動物病院
㈲アニマルケアーホスピタル アマノ動物病院
アニーマどうぶつ病院
アニファ動物病院 お花茶屋病院
アニホスフォレスト㈱　Pet Clinic　アニホス
アニマルウェルネスセンター
アニムペットクリニック
アネア動物病院
アビス動物病院
安部動物病院
㈲あみ動物病院
アミカル動物病院
あむーる動物病院
あらい動物病院
アリーズ動物病院
アルバーロ動物病院
あんどう動物病院
アンソニー動物病院

㈲セキ動物病院
セントラル動物病院
㈲千城台動物病院
我孫子動物病院
そが動物病院
そのだ動物病院
高木動物病院
タケモト動物病院
㈱辰巳台どうぶつ病院
千葉西動物医療センター ファミリー動物病院
ちはら台動物病院
つかさ動物病院
つが動物病院
津田沼動物病院
天王台動物病院
動物統合医療センター
とことこ動物病院
トシ動物病院
仲澤ペットクリニック
中村動物病院
ナガイ動物病院
ながはま動物病院
なかじま動物病院
梨香台動物病院
七光台どうぶつ病院
なみき動物病院
習志野動物医療センター りょう動物病院
NALA動物病院
西原動物病院
西山動物病院
ノア動物病院
はせがわ動物病院
はせ動物病院
バードクリニック金坂動物病院
畑沢動物病院
はなのき台動物病院
はやし動物病院
ハリーペットクリニック
東松戸どうぶつ病院
ぴっころ動物病院
ひまわり動物病院
平岩動物病院
ひらたペットクリニック
㈲ファニメディック ファミリー動物病院 本院
ファミリー動物病院
㈲ふくたわら動物病院
布佐動物病院
富士見台動物病院
藤の花どうぶつ病院
ふたば動物病院
船橋どうぶつ病院
ブルーナ動物病院
ブレーメンどうぶつ病院
㈱フローラル フローラル動物病院
ベイタウンペットクリニック
㈲ペットクリニックナイル
ペットの病院フォリオ
㈱ペットランド ペットランド 松戸動物病院
北総どうぶつ病院
東松戸どうぶつ病院
ぴっころ動物病院
ひまわり動物病院
平岩動物病院
ひらたペットクリニック
㈲ファニメディック ファミリー動物病院 本院
ファミリー動物病院
㈲ふくたわら動物病院
布佐動物病院
富士見台動物病院
藤の花どうぶつ病院
ふたば動物病院
船橋どうぶつ病院
ブルーナ動物病院
ブレーメンどうぶつ病院
㈱フローラル フローラル動物病院
ベイタウンペットクリニック
㈲ペットクリニックナイル
ペットの病院フォリオ
㈱ペットランド ペットランド 松戸動物病院

ウォルフィー動物病院
ウッズペットの病院
うめさと動物病院
浦安中央動物病院
浦安動物病院
エイ・ランド おゆみ野動物病院
エム動物病院
㈲おおさき動物病院
おおたけ動物病院
㈲岡部獣医科病院
小川動物病院
おがわ動物病院
おたき動物病院
おさんぽ動物病院
オノダ動物病院
おのだ動物病院
㈲おやま動物病院
オリーブペットクリニック
海浜動物医療センター
柏どうぶつ病院
かそり動物病院
かつまペットクリニック
かなもと動物病院
かのペットクリニック
金重動物病院 千葉分院
㈱かまやち かまやち動物病院
カモミール動物病院
かやば動物病院
苅谷動物病院 市川橋病院
㈲カワグチ ユーカリが丘動物病院
かわな動物病院
かわはら動物病院
カンナ動物病院
かんじ動物病院
北柏どうぶつ病院
北総どうぶつ病院
㈱KPC きよしヶ丘ペットクリニック
行徳どうぶつ病院獣医科グループ
くま先生のどうぶつ病院
倉林動物病院
グリーン動物病院
くりやまペットクリニック
クレッセ動物病院
桑原動物病院
くわじま動物病院
㈲小金原動物クリニック
小鳥の病院BIRD HOUSE
こんどう動物病院
今野動物病院
斎藤牧場動物病院
さきがおか動物病院
さくら動物病院
佐倉動物病院
さくま動物病院
さとう動物病院
サラ動物クリニック
沢村獣医科病院
㈲ジェイズ ミヤシタ動物病院
清水谷動物病院
清見台どうぶつ病院
しのざき動物病院
しみず動物病院
しもごおり動物病院
しらい動物病院
しらかば動物病院
しろいアニマルクリニック
㈲ジェイズ ミヤシタ動物病院
㈱じゅん愛護動物病院
昭和の森動物病院
新浦安太田動物病院
しんえいペットクリニック
杉山動物病院
㈱すずらんマイフレンズ すずらん動物病院 すずらんウェルネスサロン
鈴木犬猫病院
すとう動物病院
㈲須藤動物病院
スマイルどうぶつ病院 津田沼病院
small animal clinic
すみよし動物病院

東京
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イース動物病院
イーズ動物病院
㈲いぐさ動物病院
池尻大橋ペットクリニック
㈱池田動物病院
池村ペットクリニック
池袋ハートワン動物病院
いけぶくろ動物病院
イケダ動物病院
石部どうぶつ病院
イース動物病院
㈲磯貝動物病院
板橋中央どうぶつ病院
一之江どうぶつ病院
市川動物病院
市ヶ谷動物病院
犬と猫の皮膚科
井上動物病院
井元動物病院
いわせ犬猫クリニック
岩崎動物病院 
㈲ウイズ動物病院
Willどうぶつ病院
上田動物病院
WestCross動物病院
上埜動物病院
牛浜ペットクリニック
うすだ動物病院
宇田川ペットクリニック
うちだ動物病院
梅島動物病院
うめがおかアニマルクリニック
㈱ACプラザ苅谷動物病院
永代橋アニマルクリニック
エールペットクリニック
えぐち動物病院
えのもと動物病院
える動物病院
エムズ動物病院
エムペットクリニック
エルム動物病院
エルムス動物医療センター八幡山院
エルザ動物小鳥の病院
㈱エルザ動物病院
㈲オークス 永井ペットクリニック
オアシス動物病院
桜花どうぶつ病院
㈱王子ペットクリニック
青梅しんまちペットクリニック
大森どんぐり動物病院
大田中央動物病院
大井町どうぶつ病院
大泉動物病院
おおくぼ動物病院
大門動物病院
大島ペットクリニック
おおにし動物病院
大津動物病院
大室獣医科クリニック
おおむら動物病院
大森どんぐり動物病院
大矢動物病院
オダイ動物病院
㈱小野寺動物病院
おばら犬猫病院
小渕動物病院
オリオン動物病院
カーター動物病院㈱
㈱ガーデン動物病院
海動物病院
かいぬま動物病院
さくら動物病院
角井ペットクリニック
ガク動物病院
学園動物病院
学芸大学ペットクリニック
かさいみなみ動物病院
葛飾アニマルホスピタル
かざまペットクリニック

かざま動物病院
かじはら動物病院
勝どき動物病院
㈲加藤動物病院
かどやアニマルホスピタル
金町アニマルクリニック
上石神井動物病院
かむい動物病院
苅谷動物病院
㈲川村動物病院
川瀬獣医科病院
きし動物病院
北川犬猫病院
北千束動物病院
北品川どうぶつ病院
キタムラ動物病院
きたぞの動物病院
吉祥寺どうぶつ病院
きむら犬猫クリニック
木村動物病院
経堂ペットクリニック
経堂村田動物病院
㈲桐原犬猫病院 吉祥寺アニマルメディカルセンター
キロロ動物病院
銀座ペットクリニック
草加みどり動物病院
工藤動物病院
久米川みどり動物病院
㈲Caboc AMW 久山獣医科病院
グラース動物病院
栗本動物病院
Clan Pet Clinic
GREEN DOG代官山動物病院
グリーンパーク動物病院
くろだ動物病院
クローバーペットクリニック トリミング＆ホテル
㈲KAC 金町アニマルクリニック
㈲KAC 永代橋アニマルクリニック
けやき動物病院
ケン動物病院
げんき動物病院
コアー動物病院
恋ヶ窪動物病院
高円寺動物病院
こうご動物病院
豪徳寺なみき動物診療所
小金井獣医科病院
高ヶ坂動物病院
国領動物病院
こくぶんじ動物病院
コジマ動物病院
小滝橋動物病院
コダイラ動物病院
湖畔どうぶつ病院
小林動物病院
駒込動物病院
駒沢公園動物病院
駒沢どうぶつ病院
こまつ動物病院
こむかい動物病院
木もれ陽動物病院
㈱小森どうぶつ病院
ごり動物病院
こんどう動物病院
斉藤ペットクリニック
佐伯獣医科病院
酒井獣医科病院
サカキバラ動物病院
桜樹どうぶつ病院
桜ヶ丘ペットクリニック
佐々木動物病院
佐治動物病院
サトウ動物病院
さとう動物病院
さの動物病院
さらぬま動物病院
ジアス動物病院
ジェナー動物クリニック
JWC のづた動物病院

品川荏原どうぶつ病院
品川動物医療センター大崎動物病院
しのざき動物病院
芝浦動物医療センター 芝浦海岸動物病院
渋谷動物病院
島田動物病院
志村坂上動物病院
下北沢動物病院
㈱ジャパンペットコミュニケーションズ
ジャンボどうぶつ病院
ジュア ペットクリニック
自由が丘動物医療センター
小動物診療所
白金高輪動物病院
しんでん森の動物病院
㈲新宿動物病院
シンシアペットクリニック
シンドウ動物病院
すいれん動物病院
すが犬猫病院
すぎもと動物病院
杉山犬猫病院
すぎもと動物病院
㈲成城こばやし動物病院
成城きぬた動物病院
聖アン動物病院
聖マリアンヌ緑山動物病院
聖母坂どうぶつ病院
関根どうぶつ病院
瀬田犬猫病院
世田谷動物医療センター
ゼファー動物病院
㈲セラピスト セラピスト動物病院
セリオペットクリニック
千川犬猫病院
千石ハートワン動物病院
センターヴィル動物病院
㈲ゾーディアック ケイ動物病院
相愛動物病院
だいき動物病院
㈲たかのペットクリニック
㈲タカマ動物病院
高橋動物病院
たかはし動物病院
高石動物病院
㈲タカマ動物病院
ダクタリ動物病院 ㈱ダクタリジャパン
武井動物病院
立川プラスワン動物病院
立川みなみ動物病院
立石動物病院
田中動物病院
たなかじろう動物病院
㈲JAMBO 田中ペットクリニック
㈲谷澤動物病院
谷口動物病院
タビー動物病院
たまがわ動物病院
多摩バードクリニック
㈲タム動物病院
チコラ動物病院
千歳船橋あむ動物病院
中央アニマルクリニック
中央動物病院
調布仙川動物病院
つきしま動物病院
つつじヶ丘動物病院
つばさ動物病院
つるまき動物病院
鶴川ペットクリニック
㈱ティアハイムどうぶつ病院
TRVA動物医療センター（TRVA夜間救急動物医療センター）
㈲勅使河原動物病院
てらぞの動物病院
田園調布動物病院

（一社） 東京城南地域獣医療推進協会 TRVA夜間救急動物医療センター
東京動物医療センター
東京農工大学農学部付属動物医療センター
東京ラブリー動物病院
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もみの木動物病院
MOMO．ペットクリニック
ももの木ペットクリニック
モリタ動物病院
もりかわ動物病院
もりぞう動物病院
モリヤ動物病院
㈲谷澤動物病院
夜間救急動物病院 目黒
㈲安田動物病院
山内アニマルセンター
山口動物病院
やまぐちペットクリニック 東京動物整形外科病院
㈲ヤマダ 亀戸動物総合病院
山田動物病院
やまの動物病院
やまもと動物病院
やよい動物病院
友愛動物病院グループ
ゆう動物病院
ゆたか動物病院
ようが動物病院
㈲横尾動物病院
吉池獣医科病院
吉田動物病院
吉村動物病院
四谷どうぶつ病院
代々木公園犬猫病院
㈱Vetz ライオン動物病院
ラフィキペットホスピタル
Rire Animal Clinic
りお動物病院
りか動物病院
りきゅう動物病院
リバティ動物病院
りゅう動物病院
LUNAペットクリニック潮見
れいこ動物病院
レオ動物病院
ロイヤルペットクリニック西馬込本院
わかばペットクリニック
わかば動物病院
わせだ動物病院
ワンニャンファミリークリニック

あいあいペットクリニック ㈱アイハイル
あいざわ動物病院
あい動物病院
あいはら動物病院
アイビーペットクリニック
あおき動物病院
㈲赤塚犬猫病院
赤尾動物病院
あかはね動物病院
アキヨシアニマルクリニック
㈲浅葉 浅葉動物病院
麻布大学附属動物病院
㈲あすなろ動物病院 
麻生獣医科医院
足立どうぶつ病院
あつき動物病院
厚木ひまわり動物病院
㈲アニイ動物病院
アニマルライフサポート
アニマルクリニックイスト
㈲アニマルライフサイエンス あさひ動物病院
アニマルメディカルケア鵠沼センター病院
アニマルメディカルセンター
アム動物病院
あやい動物病院
新井動物病院
アリガ動物病院
アリス動物病院
アリス・ペットクリニック
アルフペットクリニック
㈲アルファペットクリニック
アン動物病院
アンジェス動物病院
㈲イーピーシー エキゾチックペットクリニック

ひだまり猫の病院
ひだまり動物病院吉祥寺
ヒデ動物病院
ひばり動物病院
㈱ひびの動物病院
㈲ひまわり動物病院
㈲ヒラミ ヒラミ動物病院
ひろ動物病院
ヒロ動物病院
ヒロ犬猫病院
広尾動物病院
ひろせ動物病院
フーレップ動物病院
フェンネル動物病院
フォレスタ動物病院
ふくしま動物病院
ふく動物病院
ふじわら動物病院
㈲福生どうぶつ愛護病院
府中の森動物病院
ブライト動物病院
プラチナ通りペットクリニック
フラン動物病院
フルール動物病院
ふるや動物病院
古谷動物病院
㈲ブルーム のがみ動物病院
㈱BUCCA ウルトラ動物病院
ペーター動物病院
㈱ベテナリクス　羽根木動物病院
ペットスペース＆アニマルクリニック まりも
ペットメディカル久が原
㈲ベッツ元井 もとい動物病院
ベルノス動物病院
ベルヴェット動物病院
ベルどうぶつクリニック
ポウズ動物病院
星動物病院
㈲ホクアイ・ベッツ 北愛動物病院グループ
本間動物病院
本郷獣医科病院
ほんだ動物病院
本駒込動物病院
㈲マークワン マークワン犬猫病院
マウ動物病院
まこと動物病院
マスナガ動物病院
町屋動物病院
㈲町田動物病院
松尾犬猫病院
松原ペットクリニック
まつばら動物病院
松本動物病院
マミー動物病院
マリーペットクリニック
まりも動物病院
まるこ未来動物病院
ミ・サ・キ動物病院
水元公園動物病院
みながわ動物病院
南小岩ペットクリニック 医療サポートセンター
みなみ成城動物病院 
南大沢どうぶつ病院
みなみ小金井動物病院
峰動物病院
みやま動物病院
みやけ動物病院
宮川獣医科
㈱みわエキゾチック動物病院
みんなの木動物病院
武蔵小金井ハル犬猫病院
向平動物病院
明大前動物愛護病院
メイプル動物病院
目黒モナーク動物病院
目黒洗足動物病院
目黒動物医療センター
モーリスどうぶつ病院
もみじ山通りペットクリニック

動物・野澤クリニック
動物病院かねがふち
どうぶつ眼科 Eye Vet
動物救急センター練馬
動物救急センター文京
動物歯科クリニック　花小金井動物病院
どうぶつの森総合病院
トッキー動物病院
ときまつ動物病院
㈱ドクターペット 芝浦ペットクリニック
Dr.NORIKO ペット自然療法院
とだ動物病院
とねり動物病院
豊洲スマイル動物病院
トライアングル動物眼科診療室
虎ノ門どうぶつ病院
ナガエ動物病院
中丸町どうぶつ病院
中馬獣医科病院
長岡動物病院
仲野どうぶつ病院
中野坂上動物病院
中川動物病院
なかい犬猫病院
ながしまペットクリニック
永井ペットクリニック
ナガエ動物病院
長崎ペットクリニック
㈲CHOBIX 永山動物病院
中山動物病院
梨の木どうぶつ病院
㈲ナナ動物病院
なべよこ動物病院
奈良獣医科病院
なりた動物病院
にじいろアニマルクリニック
21動物病院(方南通り院）
西荻動物病院
西ヶ原ローズ動物病院
にしき動物病院
西国分寺動物診療所
西日暮里ペットクリニック
西馬込動物病院
西田動物病院
西調布犬猫クリニック
にしむら犬猫病院
にしやま動物病院
にっぱし動物病院
湊どうぶつ病院
日本動物医療センター
日本橋動物病院
㈲日本ベェツグループ 三鷹獣医科グループ
にれのき動物病院
ねむの木動物病院
ねもと犬猫病院
練馬動物医療センター
㈱ノア動物病院 八王子病院
㈲ノースアニマルクリニック
ノブ動物病院
野村獣医科 Vセンター
ハッピー動物病院
パーク動物病院
ハートフルおおもりのどうぶつ病院
はち動物病院
東十条どうぶつ病院
パティ動物病院
ハナ動物病院
花小金井動物病院
浜田山かじわら動物病院
林屋動物診療室 清澄
原動物病院
パル動物病院
ばんば動物病院
パンダ動物病院
ピースどうぶつ病院
東十条どうぶつ病院
ひがし東京夜間救急動物医療センター
ハートフルおおもりのどうぶつ病院
東村山動物病院

神奈川
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下山どうぶつ病院
湘南動物愛護病院
湘南藤沢ペットクリニック
湘南どうぶつ病院
湘南緑が浜動物病院
㈲新本牧動物救急センター 本牧アニマルホスピタル
新横浜動物医療センター
新横浜動物病院
㈱シンテック マーブル動物医療センター
シンシア動物病院
鈴木ペットクリニック
すどう犬ねこ病院
清田動物病院
関水動物病院
セントラル動物病院
善行どうぶつ病院
㈲ソックス コトブキ獣医科医院
ソルナ動物病院
㈲タカダ動物病院
㈲高野動物病院
タカダアニマルホスピタル
㈲高田犬猫病院
武井ペットクリニック
㈲たけうち動物病院
武富動物病院
たじま動物病院
たちばなペットクリニック
㈲田中動物病院
たはら動物病院
たま動物病院
たまプラーザどうぶつ病院
タムどうぶつ病院
たろ動物病院
だるま動物病院
丹沢の森どうぶつ病院
たんぽぽ動物クリニック
㈲茅ヶ崎アニマルヘルスケア 茅ヶ崎動物病院
㈲ちだペットクリニック Pet Grommer's Studio Doggi&kitty
ちとせペットクリニック
チャンピオンペットクリニック
中央動物綜合病院
塚越動物病院
つきみ野松崎動物病院
辻堂犬猫病院
㈲つだ動物病院
土屋動物病院
土屋商事㈲ かしわだい動物病院
つなしま動物病院
㈲つるみね通り動物病院
DVMsどうぶつ医療センター横浜
テトラ犬猫病院
田園山田動物病院
とうま動物病院
動物病院アニマルライフガード
動物病院カネコ
とかわ犬猫病院
ときわぎ動物病院
戸塚動物病院
トムズどうぶつ病院
とりうみ動物病院
鳥と犬猫小動物の病院 バーズ動物病院
ドルフィン動物病院
トレフル動物病院
中田動物病院
中川獣医科病院
㈲なかまる動物病院
中馬動物病院
なかはた動物病院
中野島動物病院
中山動物病院
ながつたペットクリニック
ながのペット病院
名瀬犬猫病院
㈱ナチュラ動物病院
なないろ動物病院
西柴動物病院
西條アニマルクリニック
NINO動物病院
㈱日本動物高度医療センター

NEW TOWN犬猫病院
にゅうた動物病院
ぬのかわ犬猫病院
ネモト動物病院
野毛坂どうぶつ病院
のっぽ動物病院
野田動物病院
ハート動物病院
パーシモン動物病院
ハートフルおおもりのどうぶつ病院
バグース動物病院
はた動物病院
花岡動物病院
馬場総合動物病院
バニーズ動物病院
はまだ動物病院
葉山どうぶつ病院
林動物病院
はら動物病院
ピア動物医療センター
東戸塚ペットクリニック
ひだか動物クリニック
ひだまり動物病院
ひびき動物病院
皮膚科動物病院
兵藤動物病院
平澤動物病院
平塚動物総合医療センター
㈱ヒルズ いせざき町動物病院
ファミリアペットクリニック
フィル動物病院
ふう動物病院
㈲福沢動物病院
㈱藤井動物病院　　　　　
ふじみ野動物病院
二俣川どうぶつ病院
ブナの森動物病院
ブライトペットクリニック
プラード動物病院
ブラン動物病院
㈱ベイサイドアニマルクリニック
㈲平和動物診療所
㈱Vets United アリサ動物病院
ベルジェ動物病院
㈲ヘルスペット 動物病院ヘルスペット
ベル動物病院
ほさか動物病院
㈲ポットベリー あさひのどうぶつ病院
㈱ポテト・アンド・ビーンズ よしいけ動物病院
本牧通り動物病院
本間獣医科医院 ロイヤル相模原病院
マーク動物病院
ませ動物病院
㈱マイクレスト クレスト動物病院
舞岡どうぶつ病院
マイスター動物病院
㈲松本動物病院
まつもと動物病院
まつうら動物病院
㈲office SNP まな動物病院
まみや動物病院
マリアペットクリニック
まるつか動物病院  ㈲丸塚動物病院
万騎が原動物病院
まんぷく動物病院
みさきクローバー動物病院
水上犬猫鳥の病院
水谷動物病院
溝の口犬猫病院
溝呂木動物病院
㈱三ツ池動物病院
緑ヶ丘どうぶつ病院
みなとよこはま動物病院 磯子センター病院
みやまえだいら動物病院
三和犬猫病院
村田動物クリニック
明和動物愛護病院
めい動物病院
めぐみ動物病院

生田ペットクリニック
石川犬猫病院
石田動物病院
いずみ犬と猫のクリニック
井土ヶ谷しっぽ動物病院
㈱ウェル動物病院
㈲ウエスト ウエスト動物病院
うちだ動物病院
ウチダ動物病院
うわまち動物病院
エアリーズ動物病院
柄沢どうぶつ病院
榎本犬猫病院
EVINA犬猫病院
えんどう動物病院
おおいし動物病院
㈲大倉山動物病院
㈲大塚動物病院
大橋動物病院
おか動物病院
㈲オガタ動物病院
小川犬猫病院
おかの動物病院
岡本動物病院
おくつ動物病院
おざわ動物病院
OCEAN'S PET CARE CENTER
オハナ動物病院
オリガ動物病院
㈲オルカ 王禅寺ペットクリニック
㈲香川動物病院
㈲加藤どうぶつ病院
㈲カトウ獣医科クリニック
金重動物病院
神奈川動物医療センター 澤動物病院
かぶくん動物病院
かまくら犬と猫の病院
釜利谷ペットクリニック
かみみぞ動物病院
㈱上星川動物病院
㈲亀山動物病院
かもめ動物病院
河田動物病院
川畑動物病院
㈱関内どうぶつクリニック
きたがわ動物病院
きち動物病院
きづきペット診療室
木下動物病院
くらた動物病院
くりの木動物病院
栗田どうぶつ病院
ぐるんぱ動物病院
Grow Wing Animal Hospital
桑原動物病院
K・I・Kベタリナリー・クリニック
合同会社アンビアンビ　ヴィータ動物病院
ココ動物病院
こどもの国動物病院
小林動物病院
㈲こやま動物病院
コルフェ動物病院
KONDOHどうぶつ病院
近藤ペットクリニック
㈲コンパニオンアニマルケアー 葉山どうぶつ病院
サーナペットクリニック
さいとう動物病院
さいわい動物病院
相模が丘動物病院 呼吸器科
さがみ動物メディカルセンター 清新本院
さくら台動物病院
さくら動物病院
さむかわ犬猫病院
寒川北インター動物病院
佐波動物病院
澤動物病院 神奈川動物医療センター
シーズどうぶつ病院
㈲ジェット 動物病院西谷
㈱JPR プリモ動物病院事業
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㈲エレファント エレファント動物病院
大庭動物病院
おかもと動物病院
丘動物病院
㈲小川動物病院
㈲沖田動物病院
ガレン動物病院
狐ヶ崎動物病院
きのした動物病院
㈲木俣動物病院 浜松どうぶつ医療センター
ゴーゴーゴー動物病院
ゴテンバ動物医療センター ユウ動物病院
さくらどうぶつのクリニック
さくら動物病院
さなる動物病院
しかたに動物病院
静岡県西部夜間救急動物病院
静岡市夜間救急動物病院
㈲静岡動物医療センター
しゅう動物病院
SAHP㈱ しんにし動物病院
㈲白尾台動物病院
㈱DPC どいペットクリニック
ドッグギャラリークリニック
なかのどうぶつ病院
沼津中央動物病院
㈲パル動物病院
橋本動物病院
浜松家畜病院
林動物病院
はら動物病院
はらだペットクリニック
㈲パル動物病院
ひかりどうぶつ病院 
美術館前動物病院
ひまわり動物病院
ピュア動物病院
㈲深沢動物病院
ふじさん動物の病院
富士動物医療センター
富士見台動物病院
ふりす動物病院
㈲フレンド動物病院
プロビオペットクリニック
BELL動物病院
保坂動物病院
堀越動物病院
本間獣医科医院
㈲マスダ動物病院
まつもと動物病院
宮田動物病院
ヤシの実どうぶつ病院
山下動物病院
ヤマ動物病院
ヤマト動物病院
やまと動物病院
ユウ動物病院
㈱宏亜商会 ルナ動物病院
㈲渡辺動物病院

㈲あい総合動物病院
あさおか動物病院
アニウェル犬と猫の病院
井口動物病院
いとう動物病院
㈱犬山動物総合医療センター
岩倉動物病院
いわはし動物の病院
おおやぶ動物病院
おがわ動物病院
おざわどうぶつ病院
小幡緑地どうぶつ病院
オハナ動物病院
かい動物病院
かつみ動物病院
家庭動物診療施設 獣徳会
かなくぼ動物病院
きょうわ動物病院NEXT
クワハラ動物病院

もも動物クリニック
モモ動物クリニック
もりなが動物病院
モリヤ動物病院
㈲もん動物病院
㈲矢敷動物病院
㈲保田動物病院
山田犬猫病院
山口動物病院
山本どうぶつ病院
弥生台動物病院
ゆいまーる動物病院
ユウ動物クリニック
ユーノ動物病院
夕やけの丘動物病院
米倉動物病院
ようだアニマルケアセンター
横浜小鳥の病院
横浜ねこ病院
横浜どうぶつ眼科
吉岡動物病院
Racoon Animal Clinic
りかペットクリニック
リッキー動物病院
リプル動物病院
りょう動物病院
ルート動物病院
レオどうぶつ病院
レモン動物病院
ローレル動物病院
六浦動物病院
ロン動物クリニック
YJL㈱ 和田動物病院
わかば台動物病院
わたりだ動物病院
わたなべ動物病院
わっふる動物病院

あたご動物病院
イトウ動物病院
上原動物病院
川村動物病院
㈲くまちゃん動物病院
江南動物病院
コーラル動物病院
小島動物病院アニマルウェルネスセンター
こばり動物病院
さくら動物病院
㈱シートン動物病院
ステラ動物病院
どうぶつの病院 レガーロ
ときめき動物病院
㈲永松動物病院
㈱新潟動物画像診断センター
西山動物病院
西脇小動物病院
㈲ノブ動物病院
㈲本間どうぶつ病院
六日町動物病院
渡辺動物病院
山の下ペットクリニック

㈲アレス動物病院
㈲にしお動物病院
HONEY Animal Clinic
マイム犬猫病院
みさき動物病院
本澤獣医科病院
吉田動物病院

㈱みやの動物病院
ムトウ動物病院
やまぎし動物病院

赤池ペットクリニック
昭和動物病院
㈱飯島犬猫病院
上野原どうぶつ病院

宇津木動物病院
㈲エンゼル動物病院
おか動物病院
甲斐どうぶつ病院
こま動物病院
昭和動物病院
せりざわ動物病院
千塚どうぶつ病院
高野どうぶつ病院
たま動物病院
都留どうぶつ病院
ななすみ動物病院
ノア動物病院 城東センター病院
のざわ動物病院
ぼたん動物病院
山口動物病院
若草動物病院

あきやま動物病院
あさま動物病院
あづみ動物病院
㈲アニマ・岡谷動物病院
アネモネ動物病院
新井動物病院
アリウ記念動物病院
あり動物病院
㈱アルファ動物病院
㈲石川犬猫病院
いがらし動物病院
稲荷山どうぶつ病院
MU動物診療所
おおにし動物病院
㈲カレンタック カレンタック動物病院
くらら動物病院
くろひめ動物病院
㈱こばやし動物病院
㈲サカイ動物商会 酒井動物病院
佐々木動物病院
自然療法 佐久平どうぶつ病院
しののい動物病院
諏訪かりん動物病院
竹原動物診療所
ちの動物病院
土屋犬猫病院 清水町病院
㈱鳥居動物病院
トロッコ動物病院
ねこの病院
ふじみ動物病院
二子動物病院
古畑動物病院
本郷どうぶつ病院
松村動物病院
㈲まつむら動物病院
リーフ動物病院

内田動物病院
エリー動物病院
カーサ動物病院
可児フレックス動物病院
郡上八幡動物病院
陶の里動物病院
とよおか動物病院
ヒロペットクリニック
ふく動物病院

愛犬病院
青山動物病院
アクア動物病院
アサギ動物病院
㈲アベ動物病院
アルファ動物病院
アン動物クリニック
あん動物病院
稲葉獣医科医院
いぬ・ねこ診療所
一ノ瀬動物病院
いわさき動物病院
ウチダ動物病院

新潟

長野

静岡

岐阜

愛知

富山

石川

山梨
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㈲ベッツ・ワン 泉南動物病院
㈱いばらき動物病院
うめだ東動物病院
江坂動物病院
エミ動物病院
大阪動物医療センター
大山動物病院
おかもと動物病院
おさむら動物病院
春日丘動物病院
かわい動物病院
北千里動物病院
きど動物病院
きんせい動物病院
グリーンアニマル㈱ 千里桃山台動物病院
グレイス動物医療センター
このはな動物病院
ごんた動物病院
ジャム動物病院
すみれ動物病院
たい動物病院
大正動物医療センター
宝町動物病院
田端動物病院
田原台動物病院
中央動物医療センター
千代田動物病院
㈱動物メディカルセンター
長居動物病院
中津動物病院
仲庭動物病院
㈱ネオベッツ ネオベッツVRセンター
ノア動物病院
はやし動物病院
㈲東田獣医科
ひぐち動物病院
ひまわり動物病院
㈲佐々アニマルホスピタル 日吉台動物病院
ファーブル動物医療センター
フカツ動物病院
フレンド動物病院
㈲ベッツ・ワン 泉南動物病院
㈲ペットクリニック タニ
堀江動物医療センター
松原動物病院
松本動物病院
モコ動物病院
山本動物病院
やまいり動物病院
ゆうなぎ動物病院
淀川中央動物病院
ラーク動物病院
ライフペットクリニック
らく動物病院
ルカ動物医療センター
レオ動物病院

アルマ動物病院
風の動物病院
かるべ動物病院
きりん動物病院
クローバー動物病院
神戸ピア動物病院
㈲コタニ コタニ動物病院
澤村獣医科
ジョウ動物病院
清和台動物病院
タカハシ動物病院
㈲たなか動物病院
㈲つつじが丘動物病院 神戸西動物医療センター
㈲ナカタ動物病院
ななほし動物病院
ネクスト動物病院
兵庫ペット医療センター 尼崎本院
フラワー動物病院
マナ動物病院
南が丘動物病院
離山動物病院
リバティ神戸動物病院

こだま動物病院
栄どうぶつ病院
桜山動物病院
サンライズ動物病院
四季の森どうぶつクリニック
㈲杉浦獣医科 あいち犬猫医療センター
㈱レッドコーポレーション 神領ビーイング動物病院
㈲知多大動物病院
千村どうぶつ病院
茶屋ヶ坂動物病院
つちはし動物クリニック
てらかど動物病院
とうごう動物病院
動物レイザーセンター
動物病院ソフィア
㈲豊川動物病院
ナガセ動物病院
中根犬猫病院
中原動物病院
長屋動物医療センター
なぐら動物病院
なつきどうぶつ病院
㈲ハート動物クリニック
ハーモニー動物病院
パール犬猫病院
ハシモト動物病院
ファイン動物病院
ふくだ動物クリニック
㈱BLANCO ブランコどうぶつ病院
㈲ふるはし動物病院
㈲平成動物病院
平和動物病院
ほうなん動物病院
まさき動物病院
マツモト動物クリニック
もりやま犬と猫の病院
もろの木動物病院
㈲やすだ動物病院
湯木どうぶつ病院
よこやま動物病院
ライオン動物病院
わたらい動物病院

おかはな動物病院
河村ペットクリニック
津北動物病院
なるかわ動物病院
フジサト動物病院
㈲矢田VH 矢田獣医科病院

草津犬猫病院
甲賀すずき動物病院
こにし動物クリニック
フルール動物病院
南彦根どうぶつ病院

㈲梅津動物病院
オオジ動物病院
オリーブ動物病院
かもがわ動物クリニック
㈲COVA コバタケ動物病院
㈲さとう動物病院
㈲芝動物病院
ステップ動物病院
ダクタリ動物病院 京都病院
㈲とよだ とよだ動物病院
なかさか動物病院
西京極どうぶつ病院
㈲林屋動物診療室
ひとみ動物病院
㈲FAMC ファミリー動物病院
ふじもり動物病院
みなせ動物病院
よこた動物診療室

あお動物病院
あさい動物病院
阿波座動物医療センター

アサヒペットクリニック本院
㈲スマイル動物病院
てらい動物病院
吉田動物病院グループ 奈良動物医療センター
Ron動物病院

たなか動物病院
やぐら動物病院
ロン動物病院
和歌山インター動物病院

加藤どうぶつ病院

シートン動物病院
城北通り動物病院松江
のなか動物病院
みたに動物病院

㈲みやけ動物病院
三宅動物病院
㈲やさか動物病院
若葉会動物病院

ACC福山中央動物病院
㈲石崎動物病院
いたもと動物病院
かも動物病院
くまさん動物病院
㈲セラ動物病院
㈲谷浦動物病院
前田動物病院

㈲ふくふく動物病院
㈲マエダ動物病院

かねこ動物病院

たかせ動物病院

かむら動物病院
しげのぶ動物病院
たちばな動物病院
にいはま動物病院
フェアリー動物病院
ふじさわ動物病院

さくら動物病院
㈱ヤスオカ 南国ひまわり動物病院

ASAP動物病院
㈱今林動物ケアクリニック
岩井動物病院
海の中道動物病院
おやま動物病院
かだ動物クリニック
かほまち愛犬病院
かやの森動物病院
清美どうぶつ病院
くすめ動物病院
さかい動物病院
砂輝動物病院
城南動物病院
住田動物病院
たぢか動物病院
動物総合病院 ユニベッツ福岡
二丈ゆじ動物病院
はやかわ動物病院
東福岡たぬま動物病院
ひばるペットクリニック
ひまわり動物病院
ファミリア動物病院
福岡動物医療センター
マリーナ動物病院
みくにの動物病院
ゆじ動物病院
よしおか動物病院

滋賀

三重

大阪

京都
兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

高知

福岡

徳島

香川

愛媛
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㈱キシフォート
㈱Coo＆RIKU東日本
㈲クラウンケネル
㈱クリエイティブヨーコ 
Grooming Studio La COCOT
㈱京王百貨店ペットコーナー（ペッツクラウン）
㈱k-rise  animal love
ケンネルサロン ヴェラ
㈲J-Line
㈱ジョーカー本店
㈱ジョージジャパン
㈱西武ペットケア PET-SPA事業部
㈱T.A.F ドッグ・シエスタ
doghug 豊洲本店
ディスワン 八王子店
㈱東急イーライフデザインB-PET馬事公苑
㈱トウキョウ・ワンク
Dog&Cat Dear （PET SHOP Dear）
ドッグサロン グルーム
ドッグサロンティアラ
dog salon La Primo
㈱Dogs Day Care Japan
DOG Stage
DOG'sPRO・テリアス
doghug 豊洲本店
DOGs（‘）　代々木公園
Dog Place Oasis
Dog Place GaNege  
㈱NEXSTAGE スマイルポイント池尻店
ノアズアーク高井戸店
服部コーワグループ ㈱コーワペッツコーポレーション ペットプラザ本羽田萩中店
ハーネスドッグ お台場アクアシティ店
パピーズルーム パル
㈱フエクリー グルーミングサロングリム
フェニックスドッグガーデン
ペッツドアー
P's first㈱
㈱ペッツフレンズコーポレーション ペットプラザ本羽田荻中
PETSALON La Neige
PET SALON M STYLE
PET SALON MIKIMIKI
PET SALON KUMIKO
PET WITH BECKY
PET WITHグループ
PET SUPER WAN渋谷店
ペット総合サービス トゥルーアシスト
ペットの美容とホテル ローズマリー
ペットの保育園Will
ペットフォレスト
㈱ペットランド 葛飾水元店
㈲ぽちプラザ 町田店
㈱ホリコシ
㈱マイルドポケット赤堤店
㈱マサヒロ
㈱宮島 ペットガーデン青井店
㈱モッピーアンドナナ
六本木WAN
㈱ワイズドギー モントゥトゥ シブヤ西武店
㈱ワンニャン保育園24

㈱あいゆう倶楽部
㈱α・ウェルフェア aimable
㈱アンドユー いぬ国屋
㈲オーグ・うさぎのしっぽ
㈲海犬 ペトン鎌倉
㈱エヌアンドエッチコーポレーション
㈱カラーズ GREEN DOG 湘南
㈱ガロン PET Spa&Grooming Clip'n Dip
㈱ケイエムツー ペッツコンシェル鶴見元宮店
㈱ケイディーシー ハートフルペット
㈱大山 スパーキーズドッグスパ
㈱東京セールス湘南バード
DOGGIE's HEART
Dog Salon Stella
ドッグス青葉
Dogサロン タロイモ
Dog Friend イノウエ
トムズペットケアグルーミングサービス
とりみんぐさろん 犬の床屋

㈲M's Rising ラブリードック
ペットのお風呂やワンワン
㈱ワンダードック

わんわん専門ハートフル

㈲バウアイズ

ドッグラン大仙

㈱総合ペット コバヤシ
㈱ドッグギャラリー
ペットショップかんとう

㈱ホリコシ ペットショップディアフレンズ いわき平店
㈱D&C ドックコレクション
ペッツワン
㈲葵 ぺっとぎゃらりーのえる

犬の専門店 Good Boy
㈱ジョイフル本田
ツィンギー・アンド・パラダイス
ドッグサロンチャーム
㈲ドッグサロン ビークラブ
ペットサロン キャン
ペットサロン リボン
ペットハウス・フォーレ
ラブリードッグ
㈱One Do

ドッグギャラリーロイヤル
DOG STUDIO WITH LOVE
那須ドッグパーク シャロン
ペッツワン
㈲ペット・クリニック井上 トリミングサロンINOWAVE

ペットホテル・美容室 シャロン

㈱REWS いぬ・ねこのとこやさん りぼん
㈱ペット温泉アニマー湯ヒガシ
ミニプードルいしかわ

㈱あざみ ペットフォーラム行田店
EAST JAPAN KOYAMA
犬と猫の店YMCA
犬の専門店コロン
㈱イノベーション・グループ Dog Salon Sweet pups 東口店
㈱エンジェル
㈱かねだい
㈱サンリングペットサロンSIT
SMILE DOG草加店
Dog&Cat NICO PET与野店
ドッグ＆キャットわんた
Dog Salon Sweet pups 東口店
ドッグサロン ファニーテール
dogs saron RISE DOGS
ドッグバスクラブ ミュー＆ブルー
DOG VISION ドッグビィジョン
DOG LIFE
Dog Runs Well
Trimming&Hotel ワンズミュー川口店
トリミングハウス ベル
服部コーワグループ ㈱スターマン スーパーバリュー上尾愛宕店
バニティー
ビバペッツ
㈱ペッツジャパン
ペッツワン東松山高坂店
ペット＆スマイル ステラタウン店
㈱オリーブ ペットサロンオリーブ
ペットサロンハニー
ペットサロン モグMOGU
ペットフードショップ白百合
ペットフォーラム行田店
ペットフォレスト 武蔵藤沢店
㈱PET BREEDER TOP BREEDER 埼玉犬猫舎店
ペットホテル&美容室 ミー
㈱ペットランド 大宮宮原店
MEW-WAN
ワンダーランド 入間店

㈱Auxi animal Life 南行徳店
㈱アイエヌジー ペットのジャングル
㈲Come Come La Boo
㈲ジェイリー
㈱ジョイフル本田 ペットセンター八千代店
SPA&HOTEL 舞浜ユーラシアペットスクエアムーワン
dog&cat trimming ROOM
ドッグサロン・リン
ドッグフレンドメロディー
トリミングサロンアラモード
トリミングサロンa la mode 南流山店
トリミングサロン フレンズ
㈱Bloom
ペッツマックス おゆみ野店
ペットコミュニティプラザ千葉北店
ペットサロン ピュアランド
ペットサロン プルート
ペットサロン リリー
ペットシティ㈱
㈲ペットブティック ワン
㈱ペットランド

I am Candy 麻布十番
i-dogs
㈱青山ケンネル品川
㈱ALUCA ペットサロンperon
アンディカフェ二子玉川店
㈱ILIO ららぽーと豊洲店
㈱エム・エープランニング あにまるらんど ペットエステサロンポシェット
㈱エーチーム DOGs（’） 代々木公園
㈲オフィスK-9
㈱オレンジ・ペコ
㈱カラーズ GREEN DOG代官山
㈱カラーズ GREEN DOG東京ミッドタウン店

吉村動物病院
よつば動物病院
ライト動物病院
リヴ動物病院
和田動物病院

たけがわ犬猫病院
ヤマナカ動物病院

㈲佐藤動物病院
水前寺公園ペットクリニック
パークマイヤー動物病院
㈱竜之介 竜之介動物病院

アニマルケアセンター うすき動物病院
アン動物病院
えとう動物病院
大分小動物病院
すえつぐ動物病院
㈱M.TRUNK メイプルアニマルクリニック
ルシア動物病院
ゆう動物病院

さがら動物病院
ナナ動物病院

㈱KJコーポレーション
COCO動物病院
金城動物病院
動物病院20時
動物病院22時
㈲ほさな 田中獣医科病院
みどり動物病院
宮里動物病院

北海道

福島

栃木

群馬

埼玉

茨城

山形

秋田

岩手

宮城

千葉

熊本

大分

沖縄

宮崎

ペットショップ／
グルーミングサロン

神奈川

東京

長崎
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トリミングサロン コパン
トリミングハウス ジーニー
㈱トーリーメイト フレンドハウス湘南藤沢店
ナツメペットサロン
Birds' Grooming Shop
服部コーワグループ
ハッピーペット 小田原店
㈱バロー ペットフォレスト事業本部
B&D㈱
㈱ファンプレイス 伊勢丹相模大野店
㈲フォーヴル ライフタウンペットショップ
㈱PLAYBOWkids
ペッツワン 秦野店
㈱ペッツフレンズコーポレーション ペットプラザ鎌倉大船店
Pet&Trust㈱Pet Salon Birthday 芹が谷
㈱モッピーアンドナナ あざみ野店
㈲YATONO PET
ワンダフルライフ

（名）相沢商会トータルペットショップ糸魚川錦鯉センター
オオタキ ペットフォレスト
ペットアミ上越高田インター店
ペットステーション チアフル
㈱松田ペット

愛犬美容室＆高級犬専門店 ドッグサロン マツバラ
ドッグガーデン
わんちゃんの森 ちゃお

ペットショップディアフレンズ石和店
ペットフィールド 
㈱ホリコシ ペットショップAZ長坂店

ドッグ＆キャッツ千曲店
ドッグカントリー MEG
ドッグサロンReve
ドッグサロン＆健康食品 スマイル
トリミングサロンPaw
㈲フォルテ&ドンピー ペット事業部 わんちゃん美容室ドンピー
㈱ホリコシ ペットショップAZ諏訪店
㈲ワンツーフォーレスト
わんにゃんず松本店

㈱犬の専門店 HAPPY LIFE
あっとインフォシステム㈱ トリミングサロンPOCHI
㈱トーリーメイト ペットショップフレンドハウス
ペッツワン 伊東店
ペットショップ ミルク
㈲ペットワン
㈲モンテソル ドッグコミュニティー
㈱YMSコーポレーション ペットショップミルク

㈱テタル Pet shop クンクン 
平成ペット㈲
pet care salon I's Dog
㈲ワンラブ

㈱ケイディーシー 空港ドッグセンター ハートフルペット
仔犬のお店 プリティードッグ
ダイヤペット
㈱ハンク ペットショップ わんわんパパ
ペットサロン プッチー
㈱ボストンケンネル 本店

㈱カラーズ

Poodock

㈱ドッグマーケット 徳島店
㈲ペットサロン松山 ペットプラザ徳島藍住店

ペットリゾート はっち
㈲ペテック 五条ペット
マザーズドッグス

㈱竜之介 ペットリゾートRone

足寄町酪農ヘルパー運営有限責任事業組合
浦幌町農業協同組合
MPアグロ㈱
㈲音更町デーリィーサービス
有限責任事業組合 帯広畜産センター
オホーツクとっかりセンター
上士幌町農業協同組合
北海道公立大学法人 札幌医科大学
更別酪農ヘルパー有限責任事業組合
㈲鹿追町デーリィーサービスカンパニィ
士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合
㈱新得町畜産振興公社
十勝清水町酪農ヘルパー有限責任事業組合
豊頃酪農ヘルパー有限責任事業組合
㈲中札内村酪農ヘルパー利用組合
㈱ニセコミルキーズ カントリーインミルキーハウス
㈲ぬかないポニーファーム
幕別池田酪農ヘルパー有限責任事業組合
南十勝酪農ヘルパー有限責任事業組合
㈲ミルファーム
芽室町農業協同組合
陸別町酪農ヘルパー有限責任事業組合

㈻岩手医科大学

仙台市人事委員会事務局任用課

㈱東北サファリパーク

自然動物公園東筑波ユートピア・東筑波猿芸の会
㈱セイエイ
ハムリー㈱
医療法人直志会 袋田病院 アミーゴ牧場

㈲宇都宮動物園
栃木県警察犬訓練所
ドッグスクールピッピ
那須高原リゾート開発㈱ 那須どうぶつ王国
那須ワールドモンキーパーク

㈱ayls
ドッグスクール スマイル
㈱林牧場
㈲ビクトリー

EAST JAPAN KOYAMA
犬の学校 内田訓練所
大井警察犬訓練所
医療法人社団心司会 介護老人保健施設 しょうわ
㈱カインズ
㈱かねだい
㈻埼玉医科大学
㈲狭山乗馬センター
獣医医療開発㈱
㈱ZOOKISS
ドッグショップ アイトールカフェ（Dog Runs Well蕨店）
NPO法人 TSUBASA
日本環境マネジメント㈱
㈱梅香荘警察犬・家庭犬学校
毎日興業㈱
㈱LIXILビバ

市原ぞうの国
イオンペット㈱
NPO法人 犬と猫のためのライフボート
鴨川シーワールド　　　　
すいらんグリーンパーク
㈱スタジオアリス ペット写真城わんわんアリス
   イオンモール幕張新都心店
セントシュガー犬舎 がん探知犬育成センター
千葉県動物愛護センター

㈲ドッグトレイン 遠藤警察犬家庭犬訓練所
㈱日欧警察犬訓練学校

（社福）福祉楽団
㈱ベリークルーズ
マザー牧場
㈱ユニマットプレシャス 小谷流の里 ドギーズアイランド
㈱吉田屋（鴨川館）
㈲和田牧場

㈱EARTHLING
IMSグループ本部事務局
アイペット損害保険㈱
アウンコンサルティング㈱
Asakusabashiネコcafé Kei's
アサヒサンクリーン㈱
㈱アズパートナーズ
㈱アップストリーム
㈱IDCフロンティア
㈱アサンテ
あすか製薬㈱
㈱アズノゥアズ as know as de wan

（社福）足立邦栄会 みずき
アニコム損害保険㈱
アパ㈱（アパグループ）
㈱アルビス
アンドロボティックス㈱
イソップ薬品㈱

「犬の学園」ファミリーナガーデン南青山
㈱ヴァティー
㈱ヴィエリス
㈲ウィッツ コーポレーション
㈱ウェルネスフロンティア
㈱ウチダハウス
㈱AHB
㈱エイジェック
SMBC日興証券㈱
㈱M-ITソリューションズ
㈶江戸川区環境促進事業団 篠崎ポニーランド
㈶えどがわ環境財団 なぎさポニーランド
㈱エムリー
大村歯科医院
岡三証券㈱
㈱オプティマ
㈱Olympic
㈱オレンジアーチ
花王カスタマーマーケティング㈱
㈱学究社
㈱Kalon いけふくろうCafé
環境保全㈱
㈲ガンマーコミュニティー ペットフードのベンリー
キャッテリー CC BLOOM
㈲キャットワン キャットワンペットサービス
QOLA㈱
㈱久ヶ原スポーツクラブ EL PERRO（エルペロ）
㈱クラシファイド
㈱GRAND CITY
㈱グランビスタホテル＆リゾート
㈱クリエイティブ・インフォメーション
特定非営利活動法人 ケア・センターやわらぎ
㈱CARE PETS
㈱KSK
京王リテールサービス㈱
㈱ケイ・ブックス
㈱光世都市開発
㈱コジマ
㈱ゴッドビック エンタープライズ
こまつ製菓㈱
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド
㈱サンエー・インターナショナル
三協ラボサービス㈱
㈱シー・アイ・シー
㈻慈恵大学
㈱ジェー・エー・シー
㈱JPR

（一財）自然環境研究センター
㈱自然教育研究センター
シッスルドッグスクール 世田谷校
地盤ネットホールディングス
㈱ジャパンペットコミュニケーションズ

新潟

富山

山梨

長野

静岡

愛知

大阪

兵庫

徳島

福岡

熊本

岡山

動物関連産業／
一般企業

北海道

岩手

宮城

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

東京

千葉

求人先リスト
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南大沢キャンパス  〒192-0364  東京都八王子市南大沢 4-7-2

　  0120 -124979
FAX.042-689-5209
URL http://univ.yamazaki.ac.jp
 E-mail info-d@yamazaki.ac.jp

動物看護学部  動物看護学科
動物看護学専攻／動物人間関係学専攻

㈲ファームオブ清里 清里ポニー牧場
   ドッグラン清里ブルーグラスフレンドパーク
㈱保坂環境 牧場事業部 八ヶ岳ウエスタン牧場
国立大学法人山梨大学

飯田市立動物園
㈱クリエイティブヨーコ
㈱やなぎだ

㈲足立牧場
㈱なかよし生き物倶楽部 プチZOO

朝霧ハイランド㈱ まかいの牧場
㈱伊豆シャボテン公園
小泉アフリカ・ライオン・サファリ㈱
㈱トレジャーワークス
㈱dpb・富士野荘
Field Dogs Garden
碧雲ペット霊苑

㈱アスコ
あらたグループ ジャペル㈱
㈱ウチダ

（社福）サンライフ/サン・ビジョン
ジャペル㈱
Dog Heart
丸栄工業㈱
理科研㈱

Frauchen

㈱イセトー
㈱ケー・エー・シー
㈱ヴァティックス

㈱乗馬クラブ クレイン
㈱チャーム・ケア・コーポレーション
特定非営利活動法人 動物愛護市民団体JCDL
㈱能勢農場 こどもどうぶつえん 事業部
㈱モリテック
㈱ライフコーポレーション

㈱アニマルエスコートサービス
㈱エーテック
㈱カラーズ
JA西日本くみあい飼料㈱
㈱能勢農場 春日育成牧場
姫路セントラルパーク 姫路パークマネジメント㈱
㈻兵庫医科大学
播州南警察犬訓練所
㈱フジデン

和歌山県立自然博物館

㈱クロスカンパニー
㈱ストライプインターナショナル
ペガサスキャンドル㈱
㈱メッセージ
㈱リックコーポレーション

㈱四国銀行

㈱Dog's Japan
㈱日本テレメッセージ
ピーツーアンドアソシエイツ㈱

㈱オキナワマリンリサーチセンター

㈱ホットドッグ
㈱ポピンズ

（社福）町田真弘会
㈱マーキュリー
㈱マイナビ
㈲マツモト 松本平太郎美容室
丸和バイオケミカル㈱
MED Communications㈱
㈱モノリス
㈱ヤクルト本社中央研究所
㈻ヤマザキ学園
㈱ヤマヒサ
㈱ユナイテッドアローズ
㈱ユニシス
㈱ライシーアムジャパン（六本木うさぎ専門店“バニィラ”）
㈱らいふ
理科研㈱
㈱リキッド
㈱ループインターナショナル
㈲留守番わんにゃん
ワールドオンライン㈱

アール・アンド・アール㈱
㈱アットエフ
㈱Animal Life Solutions
㈲いぬの幼稚園・しつけ教室Tamtam
㈱エフネット
㈱オーイズミフーズ
神奈川県警察
カネ美食品㈱
NPO法人 こんちぇると
㈱サンリツセルコバ検査センター
㈱シーボン
㈱ジェイエスピー
シッスルドッグスクール 大船校
シッスルドッグスクール 鎌倉校
ジョンソン・エンド・ジョンソン　東京サイエンスセンター（株式会社TACT）

（社福）寿楽園 川崎事業所
ソルブ㈱
㈱TACT
特定非営利活動法人 聴導犬育成の会
㈱ディーアンドエムホールディングス
ドッグパレスリゾート箱根
Dog's Rest Place

（社福）中川徳生会
中口ドッグスクール

（社福）日本介助犬協会
日本チャールス・リバー㈱
㈱ビック・ライズ
メインキャスト㈱/ドッグイベントクラブ
森久保薬品㈱
㈱富士通エフサス
富士通ミドルウェア㈱
㈱みづほ野
村瀬ドッグトレーニングセンター
㈶ 横浜市緑の協会 動物園部管理課 （よこはま動物園ズーラシア）
㈲ヨネヤマプランテイション
㈱雪印こどもの国牧場
㈱ユトリーヌ 会員制しっぽ倶楽部ユトリーヌ

（社福）緑友会 みどり園

㈱コメリ
デビフペット㈱
テンプスタッフフォーラム㈱

ガレージフィックス

㈱むらさき 富士お猿の里・河口湖猿まわし劇場
富士観光開発㈱ 富士スバルランドドギーパーク

㈱ジャパンビバレッジホールディングス
JA西東京
乗馬クラブクレイン東京
㈱シンエイコーポレーション
㈱シンセリティー
ZOO JAPAN㈱
㈱スクイズ
㈱スケアクロウ
㈲鈴並
㈱STARCAREER
スターツケアサービス㈱
㈱スペースセンター
スポーツクラブNAS㈱
㈱セラヴィリゾート泉郷
第一生命保険㈱
㈱TACT
㈱太郎倶楽部
TUMUGU
㈱T-trust
TBCグループ㈱
㈱デイトナ・インターナショナル
㈱DLC DOGLIFE
㈱DYM
㈱デザインエフ
NPO法人東京キャットガーディアン
東京大学医学系研究科・疾患生命工学センター
東京海上日動安心110番㈱
東京建物リゾート㈱

（公財）東京動物園協会
東京美装興業㈱
医療法人社団 東京みどり会
東葉ハウジング㈱
㈱東横イン
ドッグトレーニングショップ アンビシャス
㈱DOGLY（ドッグリー）
㈱トラベルウィズドッグ
㈱ニチイ学館
日本クレア㈱
㈻日本歯科大学
日本新進事業法人会
日本ステリ㈱

（公財）日本装削蹄協会
（公財）日本動物愛護協会
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

（社福）にんじんの会
㈱ねこのてカンパニー てまりのおうち
野村不動産ライフ＆スポーツ㈱

（公財）ハーモニィセンター
東日本旅客鉄道㈱
ビジネス教育連盟 ペットシッタースクール（㈱現代舎）
㈱ビッグモーター
ヒッツカンパニー
HITOWAケアサービス㈱
㈱ファイブフォックス
フェニックスドッグガーデン・カズン
富国生命保険相互会社
富士急行観光㈱
富士フイルムモノリス㈱
㈱ブライトケア 介護付有料老人ホーム カードガーデン大塚
㈱ブライトケア 介護付有料老人ホーム カーロガーデン八王子
㈲フリーステッチ
㈱プレイボゥ
㈱フロムパピー 犬の幼稚園パッピーナ
㈱PRESTIGE
㈱PET BREEDER TOP PET
㈱ベストライフ
㈱ベネッセスタイルケア
㈱ベリークルーズ
㈱ホスピタリティー＆パートナーズ 麻布ペット
㈱ボゾリサーチセンター

長野

岐阜

静岡

愛知

神奈川

新潟

石川

山梨

三重

京都

大阪

兵庫

和歌山

岡山

高知

福岡

沖縄

求人先リスト


