ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在

北海道・東北地区1

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

北海道
ペットショップワンダードッグデリ ルトロワ店

札幌市中央区⼤通⻄1-13ﾙ・ﾄﾛﾜ4F

ペットランド中央店

札幌市中央区南11条⻄14-1

011-211-1119
011-532-5331

トロピカルファーム本店

札幌市中央区南19条⻄6-1-1ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞﾙ1F

011-511-7002

ペットショップオザキ札幌本店

札幌市中央区南9条⻄13丁目1-2

011-551-5639

ペットランドファクトリー店

札幌市中央区北1条東4丁目札幌ﾌｧｸﾄﾘｰ内

011-221-2300

ペットランドエスタ店

札幌市中央区北5条⻄2-1ｴｽﾀ9F

011-200-1105

ペットランドDCMホーマック東雁来店

札幌市東区東雁来10条3-1-1

011-791-4211

イオンペット札幌苗穂店

札幌市東区東苗穂2条3-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂店内

011-784-5886

ペットハウス・テンテン本店

札幌市東区北41条東7-3-10

011-753-7112

ペットタウン・テンテンアリオ札幌店

札幌市東区北7条東9-2-20ｱﾘｵ札幌ｽﾊﾟ･ﾚｼﾞｬｰ館1F

011-733-1212

ペットランドDCMホーマック⻄岡店

札幌市豊平区⻄岡1条8-8-1

011-855-1121

ペットタウンテン・テン福住店

札幌市豊平区福住2条1-2-5ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ福住店1F

011-857-8811

ワンダードッグ平岸本店

札幌市豊平区平岸2条3-2-17

011-814-2138

ワンダードッグ藻岩店

札幌市南区川沿2条2-1-1ﾎﾟｽﾜｰﾙ藻岩店内

011-572-8686

イオンペット発寒店

札幌市⻄区発寒8条12-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒店内

011-668-1730

ペットランドDCMホーマック発寒追分店

札幌市⻄区発寒9条14-516-210

011-671-2220

ワンダードッグ厚別店

札幌市厚別区厚別⻄4条6丁目⻄友厚別店ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

011-890-0611

ペットランドDCMホーマック厚別東店

札幌市厚別区厚別東5条1-2-10

011-899-7577

ペットランド手稲前田店

札幌市手稲区手稲前田3条10-2-21新和手稲前田ﾋﾞﾙ1F

011-669-1139

ビバペッツテンテン手稲富丘店

札幌市手稲区富丘二条2-2-1ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ手稲富丘店内

011-699-1551

ビバペッツテンテン清田羊ヶ丘通店

札幌市清田区真栄52ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ清田羊ヶ丘通店内

011-807-5110

ペットランドイオン平岡店

札幌市清田区平岡二条5-336-3

011-882-1239

ペットランドDCMホーマック北野通り店

札幌市清田区北野3条2-13-75

011-885-1120

ペットランド函館店

函館市⻲田町21ｲｴﾛｰｸﾞﾛｰﾌﾞ内

0138-45-0012

ペットランドDCMホーマック石川店

函館市石川町231-1

0138-47-3100

ペットランドDCMホーマック小樽店

小樽市手宮1-4-1

0134-22-5300

ビバペッツテンテン小樽店

小樽市築港11-1ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽店内

0134-22-2100

ペットランドフィール旭川店

旭川市1条通8-108ﾌｨｰﾙ旭川3F

0166-56-0789

ペットランドイオン旭川永山店

旭川市永山3条12-2-11

0166-49-1077

ペットランドDCMホーマック春光店

旭川市花咲町6-2272ｰ62

0166-54-0606

ペットランドDCMホーマック宮前店

旭川市南7条通19-2182-83

0166-35-1411

イオンペット旭川⻄店

旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川

0166-46-8787

ペットショップ 松浦

室蘭市中島町1-19-4

0143-44-3796

ペットランドイオン釧路昭和店

釧路市昭和中央4丁目18番1号

0154-55-7116

ペットランド釧路本店

釧路市新釧路町14ｰ1

0154-23-1007

ペットランドDCMホーマック帯広稲田店

帯広市稲田町南9線⻄9-1

0155-47-2212

ペットランドDCMホーマック北⾒店

北⾒市中央三輪2-320-2

0157-36-9933

ワンダードッグ岩⾒沢店

岩⾒沢市⼤和4条8-1ﾎﾟｽﾌｰﾙ岩⾒沢店内

0126-22-0202

ペットランドDCMホーマック苫小牧店

苫小牧市新明町3-1-3

0144-57-7511

イオンペット苫小牧店

苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧店内

0144-52-5103

ペットランドDCMホーマック元江別店

江別市元江別785-1

011-381-8400

イオンペット名寄店

名寄市徳田80-1ｲｵﾝ名寄店SC内

01654-9-7550

ペットサロン ワンニャン

千歳市住吉4-3-11

0123-24-1313

ペットランドDCMホーマック恵庭店

恵庭市恵み野⾥美2-15

0123-29-3561

イオンペット石狩緑苑台店

石狩市緑苑台中央1-2ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ石狩緑苑台店内

0133-75-6630

ペットショップ 照井

日高郡新ひだか町静内本町3-3-8

01464-2-1073

ペットランドDCMホーマック⾳更店

河東郡⾳更町⽊野⼤通東12-2-12

0155-30-5567

ペットランドDCMホーマック⽊場店

釧路郡釧路町⽊場2-1-2

0154-39-1212

ラバーズ・ドッグ東⻘森店

⻘森市田屋敷増田16-2DCMﾎｰﾏｯｸ東⻘森店内

017-741-8450

イオンペットつがる柏店

つがる市柏稲盛幾世41ｲｵﾝﾓｰﾙつがる柏店内

0173-27-5272

イオンペット盛岡南店

盛岡市本宮7-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南店内

019-631-2703

ペットプラザ フレンディ鈎取店

仙台市太白区鈎取本町1-21-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ鈎取店2F

022-399-8235

ペットエコ ザ・モール仙台⻑町店

仙台市太白区⻑町7-20-15ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台⻑町ﾊﾟｰﾄ21F

022-304-2112

イオンペット泉⼤沢店

仙台市泉区⼤沢1-5-1ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉⼤沢店内

022-771-6260

イオンペット仙台中山店

仙台市泉区南中山1-35-40ｲｵﾝ仙台中山SC内

022-303-2093

イオンペット石巻店

石巻市茜平4-104ｲｵﾝﾓｰﾙ石巻店内

0225-92-1441

イオンペット名取店

名取市杜せきのした5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ名取店1F

022-382-9881

イオンペット利府店

宮城郡利府町利府字新⼤⾕地12-1ｲｵﾝﾓｰﾙ利府店内

022-349-1610

⻘森県

岩手県

宮城県

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在

北海道・東北地区2

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

秋田県
PeTeMo 秋田店

秋田市御所野地蔵田1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田店内

018-889-6899

PCP横手店

横手市八幡字八幡177DCMホーマック横手店内

0182-23-6344

サンペット⼤曲店

⼤仙市和合字坪⽴155ｻﾝﾃﾞｰHC⼤曲店内

0187-66-3232

サンペット寒河江店

寒河江市寒河江赤田71-4HCｼﾞｮｲ寒河江店内

0237-86-7025

イオンペット天童店

天童市芳賀⼟地区画整理事業地内34街区ｲｵﾝﾓｰﾙ天童店内

023-652-0620

山形県

福島県
ペッツマム鎌田店

福島市鎌田字下釜8-1

024-553-5900

ペッツマム南福島店

福島市⿊岩堂ﾉ後68

024-544-2588

丸石ペットセンター

福島市北⽮野目渋田31-1

024-558-4111

ペットサロン しみずカンセキ店

会津若松市門田町⼤字⿊岩字南⻘⽊98-1HCｶﾝｾｷ会津若松店内

0242-38-1722

イオンペット郡山店

郡山市松⽊町2-88ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山店内

024-956-7422

ペットアミ・コメリパワー 安達店

二本松市油井字腰巻16

0243-61-3588

イオンペット南相馬店

南相馬市原町区⼤⽊⼾字⾦場77ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ南相馬店内

0244-25-3612

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
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関東地区1

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

茨城県
ニューサンドック⽔⼾県庁前店

⽔⼾市笠原町978-41ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ⽔⼾県庁前店内

029-243-3904

イオンペット⽔⼾内原店

⽔⼾市内原2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ⽔⼾内原店内

029-259-1546

PeTeMo ⼟浦店

⼟浦市上高津376ｲｵﾝﾓｰﾙ⼟浦店内

029-835-8692

ドックスペースピア

龍ケ崎市光順田1750HCｶﾝｾｷ龍ヶ崎店城南SC内

0297-60-0377

イオンペット下妻店

下妻市堀篭972-1ｲｵﾝﾓｰﾙ下妻店内

0296-30-0608

PCP ひたち野うしく店

牛久市ひたち野東2-6-3

029-872-0483

イオンペットつくば店

つくば市稲岡66-1ｲｵﾝﾓｰﾙつくば店1F

029-836-3035

Beeclub+C

つくば市研究学園3-3

029-846-3322

イオンペット守⾕店

守⾕市百合ｹ丘3-249-1ｲｵﾝﾀｳ守⾕店内

0297-47-1668

アムレ神栖店

神栖市⼤野原4-4-30DCMﾎｰﾏｯｸ神栖店内内

0299-92-0113

イオンペット⽔⼾南店

東茨城郡茨城町⻑岡3480-101ｲｵﾝﾀｳﾝ⽔⼾南店内

029-219-0083

Do be do （株式会社One Do）

宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-2-3ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸｽﾀｼﾞｱﾑ内

028-656-3128

イオンペット栃⽊店

栃⽊市箱森町37-9ｲｵﾝ栃⽊店内

0282-20-1228

栃⽊県

イオンペット佐野新都市店

佐野市高萩町1324-1ｲｵﾝﾓｰﾙ佐野新都市店内

0283-20-5890

ペットランドミッキーカンセキ佐野店

佐野市富岡町109

0283-20-5363

ペットリゾートカレッジ今市店

日光市今市1027-5

0288-22-5802

イオンペット今市店

日光市豊田79-1ｲｵﾝ今市店内

0288-30-1195

エバーペット小山店

小山市喜沢1435ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ小山店1F

0285-21-0041

イオンペット小山店

小山市中久喜1467-1ｲｵﾝﾓｰﾙ小山店内

0285-20-3412

ビバペッツ高崎店

高崎市⼤八⽊町622-1ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ高崎店内

027-362-3955

イオンペット高崎店

高崎市棟高町1400ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎店内

027-310-9032

ディスワン高崎本店

高崎市飯塚町3-15ｾｷﾁｭｰ高崎店内

027-363-2295

イオンペット太田店

太田市石原町81ｲｵﾝﾓｰﾙ太田店ｻｳｽﾓｰﾙ内1F

0276-30-1014

群馬県

埼玉県
イオンペット⼤宮⻄店

さいたま市⻄区三橋6-607-13ｲｵﾝ⼤宮⻄店3F

048-620-3892

ペットランド⼤宮宮原店

さいたま市北区宮原町1-1-1ｽﾃﾗﾀｳﾝ1F

048-662-6410

イオンペット⼤宮北店

さいたま市北区櫛引町2-574-1ｲｵﾝ⼤宮店3F

048-660-0707

エバーペット宮原店

さいたま市北区植⽵町1-820-5島忠HC宮原店ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ内

048-665-4222

東京ワンク与野店

さいたま市中央区新中⾥3-20島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

048-711-2524

イオンペット与野店

さいたま市中央区本町⻄5-2-9ｲｵﾝﾓｰﾙ与野店内

048-851-5682

ペットプラスさいたま新都心店

さいたま市浦和区上⽊崎1-13-1

048-815-8866

マルマルワンワン武蔵浦和店

さいたま市南区別所7-3-1ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ武蔵浦和店内B1Fﾍﾟﾃｨｱ内

048-838-2150

イオンペット浦和美園店

さいたま市緑区⼤字⼤門3710ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園店内

048-878-2362

ペットアイランド浦和中尾店

さいたま市緑区中尾835島忠HC浦和中尾店内

048-875-1249

ペットプラス岩槻店

さいたま市岩槻区府内3-7-1ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ岩槻店1F

048-791-2240

ペットアイランド川越店

川越市小仙波689島忠HC川越店内

049-226-2711

ニューサンドック川越的場店

川越市的場新町21-4島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

049-299-7792

あざみディスワン熊⾕小島店

熊⾕市小島770

048-527-7130

イオンペット熊⾕店

熊⾕市本石2-135ｲｵﾝ熊⾕店内

048-528-0630

ペッツビレッジクロス イオンモール川口店

川口市安⾏領根岸3180-1ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ内

048-281-6616

ペットサロンchouchou東川口店

川口市⼾塚5-18-1HCﾔｻｶ東川口店内1F

048-297-4404

イオンペット川口前川店

川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川店3F

048-264-7092

株式会社かねだい 所沢店

所沢市東所沢1-23-1

04-2951-5644

アイペッツ 狭山日高インター店

飯能市⼤字芦苅場中原446ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ狭山日高ｲﾝﾀｰ飯能店内

042-971-6855

ニューサンドック加須店

加須市下高柳1-7ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ加須店内

0480-65-6009

ニューサンドック⼤利根店

加須市琴寄70ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ⼤利根店内

0480-72-1112

ニューサンドッグ東松山高坂店

東松山市あずま町4-1-1ｾｷﾁｭｰ東松山店内

0493-81-3167

PeTeMo 東松山店

東松山市あずま町4-3ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店内

0493-31-0068

イオンペット イオンモール春日部店

春日部市下柳森田420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部

048-718-3000

イオンペット春日部店

春日部市南1-1-1ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部店内

048-739-5030

あざみディスワン狭山北⼊曽店

狭山市北⼊曽720-1ｾｷﾁｭｰ狭山店内

04-2959-6166

イオンペット羽生店

羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生店内

048-560-0055

ペットパーク鴻巣

鴻巣市北新宿225-1ｳﾆｸｽ鴻巣内

048-594-8241

ビバペッツ深⾕店

深⾕市上柴町東2-29-8ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ深⾕店内

048-575-3355

ペッツワン深⾕川本店

深⾕市⻑在家1768ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ深⾕川本店内

048-583-2992

ワンダーランド上尾店

上尾市愛宕3-1-11ValuePlaza上尾愛宕店内

048-778-6155

ペットのデパート東葛 上尾店

上尾市春日2-2-2

048-770-0024

ビバペッツ上尾店

上尾市上304ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ上尾店地下１階ﾍﾟｯﾄ売場

048-776-6200

ニューサンドッグ草加店

草加市⾕塚仲町488HCﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ草加店内

048-922-2300
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埼玉県
東京ワンク草加店

草加市遊馬町2-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

048-951-5124

イオンペットPECOSレイクタウン店

越⾕市ﾚｲｸﾀｳﾝ3-1-1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori内

048-930-7481

イオンペットレイクタウン店

越⾕市ﾚｲｸﾀｳﾝ4-2-2ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE内

048-934-3101

イオンペット北⼾田店

⼾田市美⼥⽊東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北⼾田店内

048-449-3131

イオンペット⼊間店

⼊間市上藤沢462-1ｲｵﾝ⼊間店内

04-2960-2705

ビバペッツ志⽊店

志⽊市柏町1-6-75ﾄｽﾃﾑﾋﾞﾊﾞ志⽊店内

048-487-6570

リトルタウン新座店

新座市中野2-1-38ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ新座店専門店棟1F

048-477-9051

ペッツビレッジ桶川店

桶川市⼤字下日出⾕257-2ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｳｫｰｸ桶川店1F

048-787-3103

ワンラブアリオ鷲宮店

久喜市久本寺字⾕田7-1ｱﾘｵ鷲宮店内1F

0480-59-1125

ペッツワン北本店

北本市中丸8-117-1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ北本

048-501-8200

イオンペットPECOSららぽーと富⼠⾒店

富⼠⾒市山室1-1313ららぽーと富⼠⾒1Ｆ

0492-75-1160

ビバペッツ三郷店

三郷市ﾋﾟｱﾗｼﾃｨ1-1-140ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ三郷店内

048-952-7111

イオンペット新三郷店

三郷市新三郷ららｼﾃｨ3-1-1ららぽｰと新三郷店内

048-950-1274

あざみペッツワン鶴ケ島店

鶴ヶ島市三ﾂ⽊551ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ鶴ヶ島店内

049-287-9991

イオンペットふじみ野店

ふじみ野市うれし野2-16-1LCﾓｰﾙ･うれし野店内

049-278-2281

ペットセンターアイペッツ

ふじみ野市⻄鶴ｹ岡1-13-15ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ内

049-265-1011

ペッツワン滑川モール店

⽐企郡滑川町羽尾2740ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑなめがわﾓｰﾙ店内

0493-56-5501

ペッツワン嵐山店

⽐企郡嵐山町平沢遠道800-1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ嵐山店内

0493-62-0788

ペッツワン川島店

⽐企郡川島町上伊草210ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ川島IC店

049-291-0778

イオンペット上⾥店

児玉郡上⾥町⼤字⾦久保字蓮山359-1ｲｵﾝﾀｳﾝ上⾥店内

0495-35-0171

ジョーカー 千葉店

千葉市中央区新町1000そごう千葉店8F

043-204-2277

イオンペット稲毛店

千葉市稲毛区小仲台1-4-20ｲｵﾝ稲毛店2F

043-207-9160

PCP千葉北店

千葉市稲毛区六⽅町75-1

043-424-9494

ペットサロン ｐｉａｒｉ

千葉市若葉区千城台北3-21-1ﾗﾊﾟｰｸ千城台3F

043-236-5656

千葉県

イオンペット鎌取店

千葉市緑区おゆみ野3-16-1ゆみーる鎌取SC4F

043-226-9516

ペッツマックスおゆみ野店

千葉市緑区おゆみ野中央2-3-1MrMAXおゆみ野店内

043-291-8610

倶楽部ペットVOICE

千葉市緑区おゆみ野南1-28-1

043-293-8025

イオンペットおゆみ野店

千葉市緑区おゆみ野南5-37-1ｲｵﾝﾀｳﾝおゆみ野店内

043-293-1027

イオンペット幕張店

千葉市美浜区ひび野1-3ｲｵﾝ幕張店内

043-350-1131

株式会社D&C千葉みなと店

千葉市美浜区新港170-1ﾛｲﾔﾙHC千葉みなと店ﾍﾟｯﾄ館内

043-241-7722

ペッツマックス千葉美浜店

千葉市美浜区新港32-11MrMAX千葉美浜店内

043-242-0030

イオンペットPECOS幕張新都心店

千葉市美浜区豊砂1-8ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ1F・2F

043-298-1122

イオンペット銚子店

銚子市三崎町2-2660-1ｲｵﾝﾓｰﾙ銚子店内

0479-20-2401

イオンペット市川コルトンプラザ店

市川市⻤高1-1-1ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ店内

047-393-6766

クローバードッグ

市川市市川1-2-17ｶｰｻｾﾙｶ1F

047-312-6908

オレンジ・ペコ市川店

市川市市川1-5-17ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ市川店内

047-314-5839

プロショップ セキオカ

市川市相之川1-21-3

047-357-2351

ペットランド八幡店

市川市東菅野3-1-6

047-333-5700

タカネスコーポレーション

市川市富浜2-3-18

047-359-7777

かふぇきゃっとている

市川市北⽅2-13-5

047-702-8214

イオンペット船橋店

船橋市山手1-1-8ｲｵﾝﾓｰﾙ船橋店内

047-495-2831

ペットのデパート東葛 船橋二和店

船橋市二和東6-30-25

047-440-7740

PeTeMo ⽊更津店

⽊更津市築地1-4ｲｵﾝﾓｰﾙ⽊更店津店1F

0438-30-6150

ペットのデパート東葛 まつど店

松⼾市古ヶ崎1-299-2

047-308-4500

ペットのデパート東葛 新松⼾店

松⼾市新松⼾北2-19-3

047-374-6700

ペットのデパート東葛 本店

松⼾市日暮1-20-1

047-364-5827

イオンペット成田店

成田市ｳｲﾝｸﾞ⼟屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田店2F

0476-23-7086

ペッツマックス新習志野店

習志野市茜浜2-2-1MrMAX新習志野店内

047-454-5707

イオンペット津田沼店

習志野市津田沼1-23-1ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼店内

047-403-1611

ロイヤルホームセンター習志野店

習志野市東習志野6-7-15ﾛｲﾔﾙHC習志野店ﾍﾟｯﾄ館内

0474-93-3222

ペット用品専門店 どんぐり1号

柏市根⼾412-3

04-7190-5631

ペットサロンchouchou柏⻄原店

柏市⻄原7-8-12HCﾔｻｶ柏⻄原店内

04-7178-4040

ペットのデパート東葛 柏店

柏市⻘葉台1-27-11

0471-75-1751

イオンペット柏店

柏市豊町2-5-25ｲｵﾝﾓｰﾙ柏店内

04-7142-7721

ハッピーベル柏店

柏市末広町1-1柏高島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙS館

04-7148-2155

ニューサンドッグ流山店

流山市⼤字⽊408ｺｰﾅﾝ南流山店内

04-7199-7321

ペットのデパート東葛 流山店

流山市中野久⽊508-1

0471-53-8848

ペットショップ ノア流山店

流山市流山9-500-1ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ流山店内

0471-50-0190

ジョイフル本田ペットセンター八千代店

八千代市村上2723-1

047-482-5470

イオンペット八千代緑が丘店

八千代市緑が丘2-1-3ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑ｹ丘店内

047-458-8077

マルワン鎌ヶ⾕店

鎌ケ⾕市北初富11-3ﾕｱﾍﾟﾃｨｱ内

047-442-1333

センチュリーペット新浦安店

浦安市⼊船1-4-1ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安店3F

047-381-7315

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在

関東地区3

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

千葉県
イオンペット千葉ニュータウン店

印⻄市中央北3-2ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店内

0476-48-5805

ジョイフル本田ペットワールド千葉NT店

印⻄市牧の原2-1

0476-47-6835

ニューサンドッグ白井店

白井市笹塚1-2-1ﾎｰﾏｯｸｽｰﾊﾟｰﾃﾞﾎﾟ白井店内

047-498-2350

イオンペットお台場アクアシティ店

港区台場1-7-1ｱｸｱｼﾃｨお台場店内

03-3599-0560

ZOO四⾕店

新宿区四⾕2-12松本ﾋﾞﾙ2F

03-3358-0002

ペットショップ パロ

新宿区住吉町7-3杉村ﾋﾞﾙ

03-3358-0336

ペッツクラウン

新宿区⻄新宿1-1-4京王百貨店新宿店ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

03-5321-5352

ZOO新宿店

新宿区⻄新宿3-7-26ﾊｲﾈｽﾛﾜｲﾔﾙ

03-3346-0002

ZOO新⼤久保店

新宿区⼤久保2-18-10新宿ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ2F

03-3232-0002

ペットキング新⼤塚店

文京区⼤塚6-15-12

03-5977-1631

東京都

アンフロッカス

文京区本駒込4-36-8⼤⾕ﾋﾞﾙ1F

090-3084-4183

ビッグワン錦糸町店

墨田区江東橋1-16-2ﾁｮｰｷﾞﾝﾋﾞﾙ1F

03-3633-2491

ペットプラス南砂町SUNAMO店

江東区新砂3-4-31ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ南砂町SUNAMO店内

03-5677-0633

イオンペット南砂店

江東区南砂6-7-15ｲｵﾝ南砂店1F

03-5857-5101

東京ワンク豊洲店

江東区豊洲3-4-8ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ豊洲店内

03-6220-1850

シェリーズクラブ

目⿊区五本⽊3-32-8-105

03-3791-5710

ペットショップ エディ

目⿊区目⿊本町4-8-8

03-3713-6880

ペットプラザ本羽田萩中店

⼤田区本羽田2-3-1HCｺｰﾅﾝ本羽田萩中店内

03-5735-6650

東京ヒロセペット

世田⾕区深沢1-8-1⻄友DAIK深沢店

03-3703-5432

株式会社デリバリーショップアシスト

世田⾕区太子堂2-9-27⼤山堂ﾋﾞﾙ1F

03-3418-1866

ペットカンパニーパイン

世田⾕区代田1-40-5

03-5486-2017

ねこままホテル

世田⾕区池尻3-23-2

03-5787-2828

ペットサロン ジェニーズ

世田⾕区南烏山3-1-12

03-5313-3648

ショップ22

渋⾕区笹塚2-12-14

03-5388-5507

ZOO 恵⽐寿店

渋⾕区東3-25-3ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F

03-5449-0002

ZOO渋⾕サロン

渋⾕区南平台町3-5

03-3461-0002

ペットフード専門店つるや

渋⾕区幡ｹ⾕2-5-2

03-3376-7664

東京ワンク中野店

中野区南台5-24-13島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

03-3229-4912

トーリーメイト杉並高井⼾店

杉並区下高井⼾5-12-12ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰ杉並高井⼾店

03-3329-1189

BECKY

杉並区宮前5-11-12

03-5336-9970

ノアズアークD&C高井⼾店

杉並区高井⼾東3-21-17ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ高井⼾店別館ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

03-3247-2278

モッピー＆ナナ杉並桃井店

杉並区桃井4-1-3

03-3399-8510

有限会社ペットショップ ワンズミュー

杉並区⽅南2-12-19

03-3318-2211

イケダペットファーム池袋店

豊島区南池袋1-28-1⻄武池袋店内

03-5949-2965

東京ワンク北赤羽店

北区浮間5-3-24島忠ﾎｰﾑｽﾞ北赤羽店内

03-6717-6565

ペッツタイム三ノ輪店

荒川区東日暮⾥1-14-1ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ内

03-3805-5080

ベアーズ

荒川区東日暮⾥3-27-8

03-5811-5307

マルワン東日暮⾥店

荒川区東日暮⾥5-8-13ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾍﾟﾃｨｱ内

03-3805-4282

ビバペッツ板橋前野店

板橋区前野町3-37-18ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ板橋前野店内

03-5914-6090

イオンペット板橋店

板橋区徳丸2-6-1ｲｵﾝ板橋SC3F

03-5922-3263

PET PLAZA 板橋店

板橋区板橋1-13-2

03-3579-0435

ペットフードハッピー

練馬区下石神井1-2-2ｺｰﾎﾟ千川1F

03-5372-7977

センチュリーペット練馬平和台店

練馬区北町7-8-2ﾄﾞﾐｰﾙN

03-6913-0523

アヤペット

⾜⽴区東綾瀬1-23-14

03-3620-3789

ペットランド葛飾⽔元店

葛飾区⽔元3-11-18

03-5648-2555

ペットフード キムラヤ

葛飾区⽴石6-32-2

03-3697-5798

ワンニャンハウス 葛⻄店

江⼾川区東葛⻄9-3-6ﾎｰﾑｽﾞ葛⻄店内1F

03-5679-7227

PETʼSファミリー

江⼾川区東小岩4-11-19

03-5622-3165

ラッキーワン

江⼾川区北葛⻄4-3-1

03-3687-1886

ユーフォリアPCPみなみ野店

八王子市みなみ野1-3-1ﾎｰﾏｯｸ八王子市みなみ野内

042-632-2266

ワンダーランド 高尾店

八王子市東浅川町546-20ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰ内

042-669-0062

ペットエコ横浜 多摩店

八王子市南⼤沢1-380三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ多摩南⼤沢B街区401

042-670-4187

ペッツマックス京王堀之内店

八王子市別所2-1-2Mr.Max京王堀之内店内

042-670-9670

ペットエコ多摩本店

八王子市別所2-37-1

042-670-2233

フジフィールド ペットプラザ多摩店

八王子市別所2-56HCｺｰﾅﾝぐりｰんうぉｰく多摩店内

042-677-1148

イオンペット⽴川店

⽴川市若葉町1-7-1若葉ｹﾔｷﾓｰﾙ内

042-538-1231

ネコセカイ コピス吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町1-11-5ｺﾋﾟｽ吉祥寺A館4F

0422-27-2612

ペットウィズ吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町2-3-1東急ﾃﾞﾊﾟｰﾄ屋上内ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

0422-22-3931

ペットサロンchouchou⻘梅新町店

⻘梅市新町4-21-3HCﾔｻｶ⻘梅新町店内

0428-32-4088

ペットプラザ府中四⾕店

府中市四⾕5-23-12

042-354-8844

東京ワンク府中店

府中市日鋼町1-26島忠ﾎｰﾑｽﾞ府中店内

042-364-1939

イオンペット昭島店

昭島市宮沢町500-1ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ昭島店内

042-549-1830

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在

関東地区4

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

東京都
東京ワンク仙川店

調布市若葉町2-1-7島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

03-6382-9137

Pet Shop バンビ

町田市⾦森12-1771-1三和小川店2F

042-799-7700

東京ワンク町田店

町田市三輪町281-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

044-819-6837

ペッツマックス町田多摩境店

町田市小山が丘6-1-10MrMAX町田多摩境店内ﾌﾚﾝﾄﾞ

042-705-5200

ペットサロンchouchou高幡店

日野市三沢1-18-4HCﾔｻｶ高幡店内

042-847-4040

イオンペットイオンモール多摩平の森店

日野市多摩平2-4-1ｲｵﾝﾓｰﾙ多摩平の森店1F

042-589-6015

東京ワンク東村山店

東村山市久米川町1-36-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ東村山店内

042-398-8615

ペットサロンchouchou福生店

福生市加美平2-4-1HCﾔｻｶ福生店内

042-530-4040

ペットサロンchouchou東⼤和店

東⼤和市向原6-1413-5HCﾔｻｶ東⼤和店内

042-565-7928

東京ワンク小平店

東久留米市前沢5-33-17島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

042-464-5430

イオンペットイオンモール東久留米店

東久留米市南沢5-17ｲｵﾝﾓｰﾙ東久留米店内

042-451-1068

ジョーカー むさし村山店

武蔵村山市榎1-1-3-1067ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山店1F

042-566-8510

イケダペットファーム 田無店

⻄東京市田無町2-1-1LIVIN田無店内

0424-66-1456

PeTeMo 日の出店

⻄多摩郡日の出町平井237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店ﾍﾟｯﾄｽｸｴｱ内

042-588-8780

ペットプラザ保⼟ヶ⾕星川店

横浜市保⼟ｹ⾕区川辺町2-13HCｺｰﾅﾝ保⼟ヶ⾕星川店内

045-348-2141

ペッツコンシェル鶴⾒元宮店

横浜市鶴⾒区元宮2-1-37H.Cｺｰﾅﾝ鶴⾒元宮店内

045-570-0237

空港ドッグセンター新川崎店

横浜市鶴⾒区江ｹ崎町15-30島忠ﾎｰﾑｽﾞ新川崎店内ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

045-580-2332

PCPロイヤル ドッグサロン店

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央3-13-5ﾗｲﾌﾞﾋﾟｱ内

045-521-3080

ワンニャンハウス 新山下店

横浜市中区新山下2-12-34島忠ﾎｰﾑｽﾞ新山下店内

045-628-0530

イオンペットビアレ横浜店

横浜市⾦沢区並⽊2-13-2ﾋﾞｱﾚﾖｺﾊﾏ店新館1F

045-790-3677

ディスワン 新横浜店

横浜市港北区北新横浜1-3-16ｴｽﾎﾟｯﾄ新横浜店内

045-544-5661

センチュリーペット⼾塚店

横浜市⼾塚区吉田町884ﾀﾞｲｴｰ⼾塚店1F

045-864-8655

ワンダフルライフ ビバホーム⻘葉店

横浜市⻘葉区もえぎ野1-2ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ横浜⻘葉店内

045-973-0120

PeTeMo petit ⻘葉台店

横浜市⻘葉区⻘葉台1-7-5⻘葉台東急ｽｸｴｱNorth-2-1F

045-988-0708

マルマルワンワン港北ニュータウン店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央27-10ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ内2Fﾍﾟﾃｨｱ内

045-941-7322

ペットプラザ港北センター南店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1HCｺｰﾅﾝ港北ｾﾝﾀｰ南店内

045-947-0919

ペッツコンシェル川崎小田栄店

川崎市川崎区小田栄2-3-1ｺｰﾅﾝ川崎小田栄店内

044-589-8012

空港ドッグセンター川崎⼤師店

川崎市川崎区中瀬3-20-20島忠ﾎｰﾑｽﾞ川崎⼤師店内ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

044-270-0052

神奈川県

パッションONEペティア川崎⿅島田店

川崎市幸区下平間290-B1ﾍﾟﾃｨｱ⿅島田店内

044-555-1075

アイペッツユニディラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町72-1ﾗｿﾞｰﾅ川崎ﾌﾟﾗｻﾞ1F

044-874-8070

Love Walk 相模原橋本店

相模原市緑区⻄橋本3-9-8

080-3193-8167

ワンラブコピオ相模原インター店

相模原市緑区川尻1447-5外ｺﾋﾟｵ相模原ｲﾝﾀｰ内

042-782-1101

ペットプラザ相模原小山店

相模原市中央区小山3-37-1ｺｰﾅﾝ相模原小山店内

042-770-8155

イオンペット相模原店

相模原市南区古淵2-10-1ｲｵﾝ相模原ﾍﾟｯﾄｽｸｴｱ内

042-730-3009

ワンニャンハウス相模原店

相模原市南区古淵2-9-1ﾎｰﾑｽﾞ相模原店内

042-705-8233

ディスワン相模⼤野店

相模原市南区上鶴間1-15-1

042-745-1844

イオンペット久⾥浜店

横須賀市久⾥浜5-13-1ｲｵﾝ久⾥浜店内

046-838-5066

ホームズペットショップ

横須賀市平成町2-14-5島忠ﾎｰﾑｽﾞ横須賀店内

046-823-5779

PeTeMo 横須賀店

横須賀市本町2-1-12ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横須賀店内

046-822-6411

ペットショップ ユーフォリア

平塚市代官町33-1A棟2Fｵﾘﾝﾋﾟｯｸｼﾃｨｰ平塚

0463-24-4777

ペットプラザ鎌倉⼤船店

鎌倉市岡本1188-1

0467-42-8522

イオンペット湘南店

藤沢市辻堂神台1-3-1ﾃﾗｽﾓｰﾙ湘南店内

0466-35-0225

マツバヤペットフード

藤沢市南藤沢2-1-1ﾌｼﾞｻﾜ名店ﾋﾞﾙ1F

0466-23-2499

ワンラブフレスポ小田原店

小田原市前川120ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ南館1F

0465-45-2235

イオンペット茅ヶ崎店

茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71ｲｵﾝ茅ヶ崎店3F

0467-84-0137

イオンペット秦野店

秦野市⼊船町12-1ｲｵﾝ秦野店SC内

0463-85-3280

ペットアレイ厚⽊店

厚⽊市⼾田24-1ﾋﾞｰﾊﾞｰﾄｻﾞﾝ厚⽊店内

046-230-2018

イオンペット本厚⽊店

厚⽊市泉町1-1本厚⽊ﾐﾛｰﾄﾞ南館5F

046-230-3071

ペットのデパート東葛 厚⽊店

厚⽊市⻑⾕260-17

046-247-1911

イオンペットつきみ野店

⼤和市つきみ野1-6-1ｲｵﾝつきみ野店内

046-278-1166

イオンペット⼤和鶴間店

⼤和市下鶴間1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤和店内

046-244-4290

ペットプラザ中央林間店

⼤和市下鶴間1636-7ｺｰﾅﾝ中央林間店内

0462-76-7660

イオンペット⼤和店

⼤和市下和田1216-1ｲｵﾝ⼤和店内

046-279-5190

マルワン相模⼤塚店

⼤和市上草柳112-1ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ内

046-261-1011

東京ワンク⼤和店

⼤和市上和田2670-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ内

046-240-6811

ベネ海⽼名店（ペットアイランド）

海⽼名市⼤⾕北1-1-1島忠HC海⽼名店内

046-234-5000

イオンペットPECOS海⽼名店

海⽼名市中央1-12-1ﾋﾞﾅｳｫｰｸ海⽼名店5番館1F

046-292-5103

ビバペッツ座間店

座間市東原1-13-1ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ座間店内（株）One Do

046-266-1110

ロイペッツ湘南⼤磯店

中郡⼤磯町高麗3-4-17ﾛｲﾔﾙHC湘南⼤磯店内

0463-34-4123

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在
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※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

新潟県
ペットアミ河渡店

新潟市東区河渡庚320ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ河渡店内

025-275-4381

ワンラブ フレスポ赤道店

新潟市東区上王瀬2-49ﾌﾚｽﾎﾟ赤道敷地内

025-279-3911

ミリオンペット松崎本店

新潟市東区新松崎3-2-3

025-270-1446

スマイルワン紫⽵山店

新潟市中央区紫⽵山3-7-29

025-255-1230

ペットフォレスト新潟店

新潟市中央区堀之内18

025-282-1212

イオンペット新潟南店

新潟市江南区下早通柳田1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南店内

025-383-5853

ペットアミ新津店

新潟市秋葉区程島4575-1ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ新津店内

0250-24-5404

ペットアミ新潟⻄店

新潟市⻄区⻲⾙⼟地区画整理事業地内16街区ｺﾒﾘ新潟⻄店

025-211-1911

ペットパーク⿊埼店

新潟市⻄区山田428-2（有）ｱﾆﾏﾙﾗｲﾌｸﾘｴｲﾄ

025-377-0773

ディスワン新潟⻄店

新潟市⻄区小新5-7-21ｱﾋﾟﾀ新潟⻄店内

025-201-1233

ミリオンペット小新店

新潟市⻄区小新南1-2-20

025-231-5580

イオンペット新潟⻘山店

新潟市⻄区⻘山2-5-1ｲｵﾝ新潟⻘山店内

025-230-3135

ワンラブ ⻑岡リナシエKITAMACHI店

⻑岡市喜多町⼟地区画整理事業地内4街区46区画リナシエ KITAMACHI敷地内

0258-28-1139

株式会社三浦ペット

⻑岡市三ﾂ郷屋2-1-14

0258-86-1122

ペットアミ⻑岡店

⻑岡市寺島町187-1

0258-20-5129

ヨシダヤペット

柏崎市田塚3-10-3

0257-22-3439

ペットアミ新発田店

新発田市舟⼊971ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ店内

0254-20-1054

イオンペット新発田店

新発田市住吉町5-11-5ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田店内

0254-20-4560

富山県
ワンラブグリーンモール山室店

富山市山室226-2ｸﾞﾘｰﾝﾓｰﾙ山室店1F

076-425-1122

ペットショップ マーチ滑川店

滑川市上小泉271-1

076-475-4511

ペットショップ マーチ⿊部店

⿊部市前沢字北1616

076-556-5911

イオンペットとなみ店

砺波市中神⼟地区画整理事業地31街区ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ店1F

0763-32-7234

石川県
イオンペットもりの⾥店

⾦沢市もりの⾥1-90ｲｵﾝもりの⾥店

076-234-1072

ペットショップWith⾦沢⽰野店

⾦沢市⼾板⻄1-155ｲｵﾝﾀｳﾝ⾦沢⽰野ｲｰｽﾄ棟

076-266-0933

手取フィッシュランドP-ぽ

⾦沢市諸江町29-20

076-223-5423

POCHITOCO

小松市城南町86-1

0761-23-6462

イオンペットかほく店

かほく市内日角タ25ｲｵﾝﾓｰﾙかほく店内

076-289-1381

手取フィッシュランド

能美市粟生町ﾂ58

0761-57-2195

ペットショップWithイオンタウン野々市店

野々市市白山町4-1

076-248-0025

手取フィッシュランド福井店

福井市新保北1-303（ﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ内）

0776-52-7771

イオンペット福井店

福井市⼤和田町2-1230-1Fｱﾋﾟﾀ福井⼤和田店内

0776-57-2278

バウワウ運動公園店

福井市福新町1907

0776-33-7700

福井県

ペットショップWithアピタ敦賀店

敦賀市中央町1-5-5ｱﾋﾟﾀ敦賀店内

0770-22-0033

ペットアミ坂井店

坂井市坂井町蔵垣内36-21

0776-72-3421

イオンペット甲府昭和店

中巨摩郡昭和町常永⼟地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和店内

055-269-5116

山梨県

⻑野県
ドッグ&キャッツ稲⾥店

⻑野市稲⾥町下氷鉋384-34綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ稲⾥店内

026-285-0211

ライズインターナショナル

⻑野市高田257-1

026-226-9660

アクア＆ペットバース

⻑野市⻘⽊島町⼤塚917

026-254-6363

DOG&CAT ⻑池店

⻑野市南⻑池487綿半ﾎｰﾑｴｲﾄﾞ⻑池店

026-213-0181

DOG&CAT 庄内店

松本市出川1-1-1綿半ﾎｰﾑｴｲﾄﾞ庄内店内

0263-27-0728

わんにゃんズ松本店

松本市小屋南1-3-24ｻﾝﾏｯｸｽ松本店内

0263-87-3308

カインズホーム上田店ペッツワン

上田市秋和五⾥堂152-2ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ上田店内1F

0268-25-8060

わんわん村上田店

上田市住吉125-1

0268-25-1211

イオンペット上田店

上田市常田2-12-18ｲｵﾝ上田店内

0268-29-8860

ワンラブアリオ上田店

上田市天神3-5-1ｱﾘｵ上田店1F

0268-25-1125

わんわん村 川⻄店

上田市福田42-2

0268-25-2211

綿半DOG&CAT 諏訪店

諏訪市上川3-2391綿半ﾎｰﾑｴｲﾄﾞ諏訪店

0266-54-7338

DOG&CAT 伊那店

伊那市伊那5245-1綿半ﾎ-ﾑｴｲﾄﾞ店内

0265-71-7539

ワンラブカインズホーム塩尻店

塩尻市⼤字広丘高出1575-1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ塩尻ﾍﾟｯﾂﾜﾝｺｰﾅｰ

0263-51-1133

イオンペット佐久平店

佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平店内

0267-66-7012

ペッツワン佐久平店

佐久市佐久平駅南25-3ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ佐久平店内

0267-65-8088

ドッグ&キャッツ千曲店

千曲市内川770綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ千曲店内

026-214-8853

ワンポイント安曇野店

安曇野市穂高有明10305-1

0263-83-8388

有限会社伊那愛犬

上伊那郡南箕輪村堀北8016-1

0265-73-6063

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在

中部地区2

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

岐阜県
イオンペット⼤垣店

⼤垣市外野2-100ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤垣店内

イオンペット⼤垣北店

⼤垣市三塚町丹瀬463-1ｲｵﾝﾀｳﾝ⼤垣店1F

0584-87-1051
0584-77-1520

ペットアンドライフくらやホームセンター高山店

高山市昭和町1-123-1

0577-36-6637

ペットランド多治⾒店

多治⾒市上山町1-77ｶｰﾏ多治⾒店内

0572-21-5550

ディスワン瑞浪中央店

瑞浪市益⾒町3-86HCﾊﾞﾛｰ瑞浪中央店内

0572-67-3855

ディスワン各務原中央店

各務原市蘇原⻘雲町4-1-21ﾊﾞﾛｰHC店内ﾃﾞｨｽﾜﾝ

058-322-4338

イオンペット各務原店

各務原市那加萱場町3-8ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店内

058-375-3345

ペッツワン可児店

可児市瀬田字神田824ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ可児店内

0574-60-1121

ペットコート北⽅店

本巣郡北⽅町高屋86-4

058-323-0403

静岡県
ペットプラザ平和町店

静岡市葵区平和3-9-10

054-651-5601

ペットプラザ⻯南店

静岡市葵区⻯南2-2-26

054-248-3466

ペットプラザ登呂店

静岡市駿河区登呂6-3-7

054-288-7304

株式会社ペットプラザ清⽔インター店

静岡市清⽔区庵原町148-1

054-363-1996

ペッツゴーディスワン浜松店

浜松市中区高丘東5-104-1ｼﾞｬﾝﾎﾞｴﾝﾁｮｰ浜松店内

053-438-6667

ペット愛ランド早出町店

浜松市中区早出町1221-1

053-465-8170

ペットの雑貨屋さんMOMO浜松店

浜松市東区笠井新田町66

053-434-7100

ペットコート浜松店

浜松市東区中田町神明800ｶｰﾏ21浜松店内

053-468-6686

ペッツマート市野店

浜松市東区天王町1981-1

053-468-5511

イオンペット浜松市野店

浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店内

053-411-4049

ペット愛ランド志都呂店

浜松市⻄区志都呂1-40-52

053-449-5881

イオンペット浜松志都呂店

浜松市⻄区志都呂2-37-1ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂店内

053-445-0277

イオンペット浜松⻄店

浜松市⻄区⼊野町6244-1ｲｵﾝ浜松⻄店1F

053-445-1210

イオンペット富⼠宮店

富⼠宮市浅間町1-8ｲｵﾝﾓｰﾙ富⼠宮店内

0544-28-3965

ペット愛らんど島田店

島田市本通7-6914-4

0547-34-2052

イオンペット富⼠南店

富⼠市鮫島118-10ｲｵﾝﾀｳﾝ富⼠南店内

0545-66-3324

イオンペット磐田店

磐田市⻄⾙塚3690ｲｵﾝﾀｳﾝ磐田店内

0538-37-6686

ペット愛らんどグランリバー店

焼津市下江留1433-1

054-622-8122

ペット愛らんど⻄焼津店

焼津市小柳津383-1

054-628-7992

ペットランド焼津店

焼津市祢宜島141-1DCMｶｰﾏ焼津店内

054-656-1373

⻑⾕川飼料店

藤枝市駅前2-17-11

0546-41-1649

ペットパーク藤枝⽔守店

藤枝市⽔守2-4-1DCMｶｰﾏ藤枝⽔守店内

054-647-6335

ワンラブペッツワン藤枝店

藤枝市内瀬⼾字向山15-1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ藤枝店内

054-647-2211

ペッツワン御殿場店

御殿場市茱萸沢30-1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ御殿場店内

0550-84-2200

ペットワールド ⼤仁店

伊豆の国市田京141-1

0558-76-5200

愛知県
イオンペット千種店

名古屋市千種区千種2-16-13ｲｵﾝ千種SC内１Ｆ

052-744-5508

イオンペットナゴヤドーム前店

名古屋市東区⽮田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店内

052-711-6105

ペットコート名古屋城北店

名古屋市北区浪打町1-51ｶｰﾏ21名古屋城北店内

052-508-9530

イオンペット名古屋⻄店

名古屋市⻄区玉池町3番

052-509-7500

ワンラブイオンタウン名⻄店

名古屋市⻄区⾹呑町6-49-1ｲｵﾝﾀｳﾝ名⻄店1F

052-523-1125

イオンペットmozoワンダーシティ店

名古屋市⻄区二⽅町40番mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店3F

052-509-5182

ペットコート名古屋⻩⾦店

名古屋市中村区京田町1-1-1

052-481-6930

イオンペット八事店

名古屋市昭和区広路町石坂2-1ｲｵﾝ八事店4F

052-861-1655

ペットパーク熱田店

名古屋市熱田区花表町2103-1ｶｰﾏ21熱田店内

052-881-6300

イオンペット熱田店

名古屋市熱田区六野1-2-11ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田店4F

052-884-3853

イオンペット名古屋茶屋店

名古屋市港区⻄茶屋2-11ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋店1F

052-309-7690

ペットプラス名古屋南店

名古屋市南区豊田5-21-1ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ名古屋南店内

052-698-2555

ワンラブカインズホーム名古屋守山店

名古屋市守山区下志段味字生下り2287-70ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ名古屋守山店内

052-739-3922

イオンペット守山店

名古屋市守山区笹ヶ根3-1228ｲｵﾝ守山店内

052-739-0850

イオンペット⼤高店

名古屋市緑区⼤高町字奥平子1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤高店内

052-629-5861

イオンペット徳重店

名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44ﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ徳重ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ内

052-879-6864

イオンペット岡崎店

岡崎市⼾崎町外山38-5ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎店3F

0564-72-5323

ペットプラザ一宮今伊勢店

一宮市今伊勢町本神⼾字南新田1-1HCｺｰﾅﾝ一宮今伊勢店内

0586-73-0211

ローズマリー一宮店

一宮市⼤和町宮地花池下り松34

0586-85-6661

ペットプラザ一宮店

一宮市丹陽町外崎郷裏382-2HCｺｰﾅﾝ一宮店内2号館

0586-75-3133

イオンペット⽊曽川店

一宮市⽊曽川町⿊田字南八ﾂｹ池25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ⽊曽川店内

0586-84-3980

ワンラブペッツビレッジアピタ⽊曽川店

一宮市⽊曽川町⿊田八ﾉ通51-4

0586-86-0010

イオンペット瀬⼾みずの店

瀬⼾市みずの坂2-253ｲｵﾝ瀬⼾みずの店2F

0561-86-8270

有限会社リード

瀬⼾市共栄通45-5

0561-85-8802

ペットコミュニティプラザ半田乙川店

半田市乙川吉野町43ｶｰﾏ半田乙川店内

0569-26-7722

ペッツワン半田店

半田市浜田町3-10-1

0569-89-0855

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在

中部地区3

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

愛知県
ペットコート春日井⻄店

春日井市如意申町5-7-14ｶｰﾏ春日井⻄店内

0568-33-2392

イオンペット春日井店

春日井市柏井町4-17ｲｵﾝ春日井店3F

0568-86-3460

ペットファーム春日井

春日井市六軒屋町東丘22

0568-84-2743

ワンラブ豊橋豊川線通り店

豊川市下⻑山町高畑8-1

0533-85-1115

ペットランド豊川東店

豊川市⾦屋町77-1ｶｰﾏ豊川東店内

0533-80-2505

ワンニャンハウス津島店

津島市柳原町3-1-1ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ津島店内

0567-26-3688

ペットコート刈⾕小垣江店

刈⾕市小垣江町北諸峻1-3

0566-28-5080

ペッツビレッジアピタ刈⾕店

刈⾕市南桜町2-56-1ｱﾋﾟﾀ刈⾕店3F

0566-23-1141

イケダペットファーム 安城店

安城市⼤東町9-31ｻﾞ･ﾓｰﾙ安城店内1F

0566-72-0363

ディスワン安城店

安城市福釜町⽮場16-2ﾕｰﾎｰﾑ安城店内

0566-72-7761

ペットコートシャオ店

⻄尾市上町泡原54ｶｰﾏｼｬｵ店内

0563-53-7170

ペットエキスポ⻄尾店

⻄尾市丁田町杢左16

0563-53-7751

丸弘ペットセンター

⻄尾市米野町松葉内15

0563-52-3545

PeTeMo 常滑店

常滑市りんくう町2-20-3ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店1F

0569-36-3290

ペッツワン常滑店

常滑市⼤⿃町4-41ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ店内

0569-35-9330

ペットプラザ小牧店

小牧市堀の内4-140-1HCｺｰﾅﾝ小牧店内

0568-74-5051

ディスワン稲沢店

稲沢市天池五反田1ﾕｰﾎｰﾑ稲沢店内

0587-23-3168

ディスワン稲沢平和店

稲沢市平和町上三宅上屋敷1-3HCﾊﾞﾛｰﾒｶﾞｽﾄｱｰ

0567-46-4117

カットスタジオスズキ

知⽴市内幸町加藤11-3

0566-82-5144

ペットコミュニティープラザ日進店

日進市岩崎町⽵ﾉ山37-929ｶｰﾏHC日進⽵の山店内

0561-75-5141

ペットプラザ日進店

日進市赤池町箕ノ手72-1HCｺｰﾅﾝ日進店別館内

052-806-1330

ペットプラザ清須東店

清須市春日⽴作1HCｺｰﾅﾝ清須東店内

052-325-6277

イオンペット三好店

みよし市三好町⻘⽊91ｲｵﾝ三好店内

056-133-3060

イオンペット⻑久手店

⻑久手市東狭間1016

0561-64-6711

イオンペット扶桑店

丹羽郡扶桑町⼤字南山名高塚5-1ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑店内

0587-91-2610

ディスワン阿久⽐店

知多郡阿久⽐町⼤字椋岡字徳吉1-12ﾕｰﾎｰﾑ阿久⽐店内

0569-48-9080

イオンペット東浦店

知多郡東浦町⼤字緒川字旭13-2ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦店内

0562-85-0530

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
2016年4月14日現在
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※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

三重県
ビバペッツ津白塚店

津市白塚町鎌田3686ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ津白塚店内

059-232-7117

イオンペット四日市尾平店

四日市市尾平町天王川原1850ｲｵﾝ四日市尾平店内

059-334-2077

イオンペット四日市北店

四日市市富州原町2-40ｲｵﾝﾓｰﾙ四日市北店内

059-361-1360

株式会社動物館アイドルスリー 新伊勢店

伊勢市楠部町乙160-2ｲｵﾝ伊勢店別館１F

0596-26-1551

株式会社動物館アイドルスリー松阪店

松阪市久保町1881

0598-29-6200

株式会社動物館アイドルスリーマーム店

松阪市船江町1392-27

0598-52-4785

ペットパーク松阪店

松阪市⼤⿊田町288ｺﾒﾘHC松阪店ﾍﾟｯﾄｾﾝﾀｰ内

0598-21-7699

ワンラブホームセンターバロー松阪店

松阪市松崎浦町190ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰ松坂店内

0598-50-1139

株式会社動物館アイドルスリー鈴⿅サ-キット通り店

鈴⿅市稲生4-1

059-380-6340

ビバペッツ鈴⿅店

鈴⿅市住吉町8910ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ鈴⿅店内

059-370-5050

イオンペット鈴⿅店

鈴⿅市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴⿅店内

059-379-9226

イオンペット白子店

鈴⿅市白子駅前9-20ｲｵﾝ白子店内

059-380-3330

イオンペット東員店

員弁郡東員町⼤字⻑深字築田510-1ｲｵﾝﾓｰﾙ東員店1F

0594-75-0718

ワンラブカインズホーム明和店

多気郡明和町中村1236ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ明和店ﾍﾟｯﾂﾜﾝｺｰﾅｰ

0596-55-8881

ファイブワン⼤津店

⼤津市におの浜1-1-3ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ⼤津店ﾍﾟｯﾄｾﾝﾀｰ内

077-526-4111

D.SQUARE堅田店

⼤津市衣川1-36-7ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ堅田店内ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

077-573-4600

センチュリーペットフォレオ⼤津一⾥山店

⼤津市一⾥山7-1-1ﾌｫﾚｵ⼤津一⾥山2F

077-514-8561

D.SQUARE瀬田店

⼤津市玉野浦1-1

077-544-3306

D.SQUARE彦根店

彦根市高宮町1333-2

0749-21-5500

イオンペット⻑浜店

⻑浜市山階町271-1ｲｵﾝ⻑浜店1F

0749-68-0400

イケダペットファーム⻑浜楽市店

⻑浜市八幡東町9-1⻄友⻑浜楽市店1F

0749-68-3788

ワンニャンハウス草津店

草津市⻄渋川1-23-1ﾃﾞｨｵﾜｰﾙﾄﾞ内

0775-16-0771

ペットプラザ ノアズアーク草津店

草津市⽊川町389HCｺｰﾅﾝ草津店内

077-565-6116

ペットアミ⽔口店

甲賀市⽔口町⽔口5914ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ⽔口店内

0748-69-6811

ペッツワン甲賀店

甲賀市⽔口町泉1405ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ甲賀店内

0748-65-0551

イオンペット北⼤路ビブレ店

京都市北区小山北上総町49-1北⼤路ﾋﾞﾌﾞﾚ内4F

075-494-5041

仔犬の広場ポッポ京都店

京都市南区吉祥院宮ﾉ⻄町11ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ吉祥院八条店内

075-321-0500

イオンペット京都桂川店

京都市南区久世高田町376-1ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店1F

075-925-3210

滋賀県

京都府

イオンペットイオンモールKYOTO店

京都市南区⻄九条⿃居口町1ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTOKaede館2F

075-691-0205

ダイワペット滋賀京都店

京都市右京区⻄院久保田町20

075-323-5040

ひごペットフレンドリー京都店

京都市伏⾒区下⿃羽渡瀬町140

075-612-0646

ノアーズアーク山科本店

京都市山科区四ﾉ宮泓1

075-594-5866

ダイワペット宇治店

宇治市伊勢田町砂田119-1

0774-24-7997

ケン＆ワン「動物の森」宇治東店

宇治市莵道平町42-2HCﾀﾞｲｷ宇治東店内

0774-31-3045

ケン&ワン城陽店

城陽市富野荒⾒田112ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ城陽店内

0774-57-3630

Aペット京都八幡店 HCムサシ内

八幡市欽明台北3-1

075-981-0634

ペットプラザ八幡一ノ坪店

八幡市八幡一ﾉ坪133HCｺｰﾅﾝ内

075-983-6670

ペッツワン⽊津川店

⽊津川市州⾒台1-1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ⽊津川店内

0774-72-3934

イオンペット高の原店

⽊津川市相楽台1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高の原店ﾍﾟｯﾄｽｸｴｱ内

0774-71-8919

イオンペット久御山店

久世郡久御山町森南⼤内156-1ｲｵﾝﾓｰﾙ久御山店内

075-633-5271

丸エスペット精華台店

相楽郡精華町精華台6-2HCｺｰﾅﾝ精華台店内ﾍﾟｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ

0774-95-9700

ひごペットフレンドリーベルファⅡ都島店

⼤阪市都島区友渕町2-15-28ﾍﾞﾙﾌｧⅡ

06-6924-6720

ペットプラザ福島⼤開店

⼤阪市福島区⼤開4-1-78ｺｰﾅﾝ福島⼤開店内

06-4804-8250

イオンペット⼤阪ドームシティ店

⼤阪市⻄区千代崎3-13-1ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ店内

06-6584-2830

ペットランドピースワン⾕町店

⼤阪市天王寺区生玉町10-23-1F

06-6770-7911

ペットショップ マロン

⼤阪市浪速区元町2-1-4-1F

06-6641-8959

空港ドッグセンターなんば店

⼤阪市浪速区湊町1-2-3ﾏｲﾙﾄ難波ﾋﾞﾙDCMﾀﾞｲｷなんば店2Fﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

06-6633-7727

エコロ上新庄店

⼤阪市東淀川区上新庄1-2-36ｲｽﾞﾐﾔ内

06-6327-7751

ひごペットフレンドリー東淀川店

⼤阪市東淀川区菅原7-5-34

06-6990-5120

ペットランド桃⾕店

⼤阪市生野区桃⾕1-11-24

06-6712-8221

ペットランドピ-スワン城北店

⼤阪市旭区赤川2-5-8

06-6929-7911

ペットプラザ天王寺店

⼤阪市阿倍野区天王寺町南1-3-10HCｺｰﾅﾝ天王寺店内

06-6626-6009

ペットショップ モミジ

⼤阪市東住吉区駒川5-4-21

06-6694-6666

PeTeMo petit 鶴⾒店

⼤阪市鶴⾒区鶴⾒4-17-1ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴⾒緑地店4F

06-6914-2050

ひごペットフレンドリー瓜破店

⼤阪市平野区瓜破1-10-14

06-6703-8660

Aペット森ノ宮店

⼤阪市中央区玉造1-1-31ﾛｲﾔﾙHC森ﾉ宮店内

06-6191-4112

⼤阪府

Pet Tag

⼤阪市中央区松屋町3-21ﾌﾟﾚﾐｱﾑ松屋町1F

06-6767-0198

ひごペットフレンドリー堺プラットプラット店

堺市堺区戎島町3-22-1南海ﾌﾟﾗｯﾄﾌﾟﾗｯﾄ4F

072-282-8311

ステアライズド アペタイト コントロール
オリジナル ツメとぎ 取扱い店舗一覧
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関西地区2

※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

⼤阪府
PeTeMo 堺鉄砲町店

堺市堺区鉄砲町1ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町店2F

072-227-6311

ペットプラザ泉北2号小代店

堺市南区小代74ＨＣｺｰﾅﾝ内犬猫ｺｰﾅｰ

072-291-1199

ボストンケンネル泉北パンジョ店

堺市南区茶山台1-3-1泉北ﾊﾟﾝｼﾞｮ5F

072-290-5677

ひごペットフレンドリー泉ヶ丘店

堺市南区⼟佐屋台1296

072-237-4511

Aペット美原店 HCムサシ内

堺市美原区太井581-1

072-363-0634

ひごペットフレンドリー岸和田店

岸和田市田治米町51-4

072-440-3063

イオンペット東岸和田店

岸和田市⼟生町2-32-7ｲｵﾝ東岸和田店内

072-430-6608

ひごペットフレンドリー イズミヤ千⾥丘店

吹田市山田南1-1ｲｽﾞﾐﾔ千⾥丘店 別館1Ｆ

06-6876-8806

イケダペットファーム⻄武高槻店

高槻市白梅町4-1高槻ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ5F

072-669-9500

イオンペット⾙塚店

⾙塚市地蔵堂74-2ｲｵﾝ⾙塚店内

072-430-5817

イオンペット⼤日店

守口市⼤日東町1-18ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤日店ﾍﾟｯﾄｽｸｴｱ3F

06-6916-1063

ペットワールドアミーゴフォレオ 枚⽅店

枚⽅市高野道1-20-10

072-864-0388

Aペット枚⽅店

枚⽅市春日⻄町2-2-1ﾛｲﾔﾙHC枚⽅店内

072-808-4112

ペットランドピースワンくずはモール店

枚⽅市楠葉花園町10-85くずはﾓｰﾙ南館1階S101

072-866-7911

イオンペット茨⽊店

茨⽊市松ヶ本町8-30ｲｵﾝ茨⽊SC3F

072-631-1390

イオンペット新茨⽊店

茨⽊市中津町17-30ｲｵﾝ新茨⽊店内

072-657-1070

ひごペットフレンドリーいこらもーる泉佐野店

泉佐野市下瓦屋2-2-77いこらもーる泉佐野1F

072-458-1533

イオンペット日根野店

泉佐野市日根野2496-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野店内

072-450-2031

ペットショップ カナトン

富田林市⻄板持町4-8

0721-35-8800

ペットプラザ ノアズアーク寝屋川昭栄店

寝屋川市昭栄町18-20HCｺｰﾅﾝ寝屋川昭栄店内

072-811-5005

ペットプラスビバホーム寝屋川店

寝屋川市寝屋南2-22-1寝屋南2-22-1ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ寝屋川店内

072-823-6310

イオンペット寝屋川店

寝屋川市緑町5-8ｲｵﾝﾓｰﾙ寝屋川店内

072-802-4401

ペットプラザ松原市役所前店

松原市三宅⻄1-313-1HC松原市役所前店内

072-339-6000

ペットプラザ⼤東御領店

⼤東市御領1-10-60

072-872-7911

ペットプラザ ノアズアーク門真⼤橋店

門真市⼤橋町27-35ｺｰﾅﾝ門真⼤橋店内ﾍﾟｯﾂﾌﾟﾗｻﾞ

072-883-5321

ペットプラザ稲田店

東⼤阪市稲田新町3-9-64HCｺｰﾅﾝﾌﾚｽﾎﾟ東⼤阪稲田店内

06-6748-7667

ペットプラススーパービバホーム東⼤阪店

東⼤阪市⻄岩田2-3-25ﾆﾄﾘﾓｰﾙ東⼤阪内

06-6618-1600

イオンペットりんくう泉南店

泉南市りんくう南浜3-12ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南店内

072-480-6640

PeTeMo 四条畷店

四條畷市砂4-3-2ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷店1F

072-803-2101

Aペット東灘魚崎店

神⼾市東灘区魚崎⻄町2-3-24ﾛｲﾔﾙHC内

078-851-4112

ペットプラザジェームス山店

神⼾市垂⽔区⻘山台7-6-2

078-755-5955

イオンペット神⼾北店

神⼾市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ神⼾北店内

078-983-5901

兵庫県

イオンペット姫路⼤津店

姫路市⼤津区⼤津町2-5ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路⼤津店内

079-230-0089

ペットプラザ尼崎道意町店

尼崎市道意町7-1HCｺｰﾅﾝ尼崎道意町店内

06-6430-6511

イオンペット明石店

明石市⼤久保町ゆりのき通3-3-2ｲｵﾝ明石店SC5番街1F

078-938-0513

イオンペット洲本店

洲本市塩屋1-1-8ｲｵﾝ洲本店内

0799-25-6106

イオンペット伊丹昆陽店

伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店4F

072-778-6930

イオンペット伊丹店

伊丹市藤ﾉ⽊1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店4F

072-771-7352

センチュリーペット東加古川店

加古川市平岡町⼟山字勝負850-1ｲｵﾝﾀｳﾝ東加古川SC1F

078-920-9980

イオンペット小野店

小野市王子町868-1ｲｵﾝ小野店内1F

0794-64-9181

イオンペット加⻄北条店

加⻄市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加⻄北条店内

0790-43-7521

イオンペット猪名川店

川辺郡猪名川町白⾦2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ猪名川店3F

072-767-2155

マルエスペット押熊店

奈良市押熊町1451-1

0742-41-8830

マルエスペットはんな店

奈良市菅原町19-7

0742-52-6124

マルエスペット奈良店

奈良市⻄九条町3-6-14ﾛｲﾔﾙHCﾍﾟｯﾄ館内

0742-64-3445

マルエスペット富雄店

奈良市石⽊町100-1ｲｵﾝﾀｳﾝ富雄南店内

0742-52-5088

空港ドッグセンター奈良富雄南店

奈良市石⽊町77ﾀﾞｲｷ富雄南店内

0742-53-7227

ディスワン⼤和郡山店

⼤和郡山市田中町444ﾕｰﾎｰﾑ⼤和郡山店内

0743-54-2940

ペットランドミクニ橿原店

橿原市葛本町730

0744-20-0392

PeTeMo 橿原店

橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原店3F

0744-21-7230

イオンペット奈良登美ヶ丘店

生駒市⿅畑町3027ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美ｹ丘店内2F

0743-72-3079

マルエスペットミナミ店

生駒市小瀬町91-1HCﾀﾞｲｷ内

0743-76-0513

マルエスペット東生駒店

生駒市小明町1156

0743-74-8450

マルエスペットいこま店

生駒市⾕田町860-1ﾛｲﾔﾙHC内

0743-74-8800

マルエスペットいかるが店

生駒郡斑鳩町龍田⻄8-422-4

0745-75-8180

ペットアミ田原本店

磯城郡田原本町⼗六⾯102-1ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ田原本店内

0744-32-3955

奈良県
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※オリジナル ツメとぎの入荷・在庫状況については、
お近くの店舗様へ事前にお問い合わせください。

和歌山県
ペットショップ ひだか元寺町店

和歌山市元寺町1-22

073-433-0678

ペットアミ和歌山インター店

和歌山市小豆島院田53-1ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ和歌山ｲﾝﾀｰ店内

073-462-6441

イオンペット和歌山店

和歌山市中字楠⾕573ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌山店内

073-480-6860

ダイワペット滋賀和歌山店

和歌山市中島204-1

073-428-8655

ひごペットフレンドリーパームシティ和歌山

和歌山市中野31-1和歌山ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ1F

073-480-6366

ドッグマン ペットプラザ和歌山店

和歌山市南片原2-1HCｺｰﾅﾝ内2F

073-421-6887

ドッグマン和歌山中之島店

和歌山市納定104HCｺｰﾅﾝ和歌山中之島店内

073-425-2319

猫・夢空間 気ままなみーこ

和歌山市湊1-4-26

073-453-1223

ステアライズド アペタイト コントロール
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⿃取県
イオンペット日吉津店

⻄伯郡日吉津村日吉津1160-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日吉津店内

0859-37-0251

岡山県
ペットワールドアミーゴ⼤安寺店

岡山市北区野殿⻄町418-1

086-214-2666

ペットワールドアミーゴ高屋店

岡山市中区兼基45

086-208-5010

ペットワールドアミーゴ妹尾店

岡山市南区妹尾2625

086-282-6311

ペットワールドアミーゴ中庄店

倉敷市松島1137-1

0864-62-0880

イオンペットPECOS倉敷店

倉敷市⽔江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷店2F

086-430-5730

ペットのチャーリー岡山倉敷店

倉敷市茶屋町234ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ-茶屋町店内

086-429-3912

ペットワールドアミーゴ倉敷店

倉敷市白楽町403-3

086-430-5700

広島県
ペットハウスウインク富⼠⾒店（本店）

広島市中区富⼠⾒町2-10

082-247-1860

ペットタウンミューア

広島市中区宝町2-1

082-245-3855

ペットプラザ広島宇品店

広島市南区宇品⻄6-5-3

082-250-6411

イオンペット広島宇品店

広島市南区宇品東6-1-15ｲｵﾝ宇品店内

082-250-8282

イオンペット広島祇園店

広島市安佐南区祇園3-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島祇園店内

082-832-3585

ペットハウスウインクディック川内店

広島市安佐南区川内5-1-22

082-876-4404

ペットハウスウインク・ナフコ⻄風新都店

広島市安佐南区⼤塚⻄3-2-33ﾅﾌｺ⻄風新都店内

082-881-0038

わんこのお風呂屋さん わんわん

広島市安佐南区⻑楽寺1-25-3

082-847-1126

ペットのチャーリー広島安佐南店

広島市安佐南区八⽊2-3-40⻄村ｼﾞｮｲ八⽊店内

082-209-0312

ペットショップ⽮野橋 緑井店

広島市安佐南区緑井1-5-2ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井店

082-831-8183

ペットハウスウインク五日市店

広島市佐伯区五日市5-6-22

082-208-5966

ペットプラザ石内バイパス店

広島市佐伯区五日市町石内489-1HCｺｰﾅﾝ内

082-928-1151

イオンペット福山店

福山市松浜町2-3-5

084-973-1531

ペットショップ⽮野橋 ⻄条プラザ店

東広島市⻄条⻄本町28-30⻄条ﾌﾟﾗｻﾞ内

0824-22-7875

ペットショップ⽮野橋 フジグランナタリー店

廿日市市阿品3-1-4ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝﾅﾀﾘｰ内1F

0829-20-3339

ペットのチャーリーコーナン広島陽光台店

廿日市市陽光台4-3

0829-30-7212

ペットハウスウインクディックEX坂店

安芸郡坂町平成ｹ浜2-1-48

082-886-3571

山口県
ペットランドあつまれ王司店

下関市王司川端1-4-45

0832-48-4121

ペッツパーク新下関店パピーセンター

下関市⼤字石原319

083-250-7751

ペットランドあつまれ宇部店

宇部市⼤字妻崎開作504-1

0836-43-4121

ペットショップ⽮野橋 宇部店

宇部市明神町3-1-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部1F

0836-37-0178

ペットランドあつまれ山口店

山口市維新公園6-1-1

0839-28-9292

ペッツファミーユ山口店

山口市⿊川82-1ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ山口店内

083-921-3630

ペットランドあつまれ山口店弐番館

山口市本町2-2-24

083-922-7119

イオンペット防府店

防府市鐘紡町7-1ｲｵﾝﾀｳﾝ防府店内

0835-26-0066

ラビータザ・モール周南店

下松市中央町21-3ｻﾞ･ﾓｰﾙ周南店食遊館4F

0833-44-3295

ペッツファミーユ柳井店

柳井市駅南1-11ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ柳井店内

0820-23-8300

ペットハウスウインク柳井店

柳井市新市沖2-5

0820-24-6666

⾹川県
イオンペット高松店

高松市⾹⻄本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松店内

087-842-5375

イオンペット綾川店

綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝﾓｰﾙ綾川店内

087-870-8114

ペットプラザ松山三津浜店

松山市⼤可賀3-670-11HCｺｰﾅﾝ三津三共店内

089-946-8880

ひごペット イオンモール今治新都市店

今治市にぎわい広場1番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店1F

0898-34-3050
0895-26-5222

愛媛県

るぴなす

宇和島市賀古町1-2-7

イオンペット新居浜店

新居浜市前田町8-8ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜店内

0897-31-0186

ひごペットフレンドリーエミフルMASAKI店

伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKI内

089-961-6525

アイ・ラブペット高知⼤丸店

高知市帯屋町1-6-1高知⼤丸6F

088-873-1621

アシストファーム

南国市篠原114

088-878-2828

アシスト古津賀

四万⼗市古津賀4-82ｸｴｽﾄ古津賀店内

0880-34-0808

ペットショップタケムラ中村店

四万⼗市一条通2-46

0880-35-2219

高知県
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福岡県
P2 DOG&CAT コレット店

北九州市小倉北区京町3-1-1ｺﾚｯﾄ6F

093-513-6333

P2 小倉店

北九州市小倉北区砂津3-1-12060

093-513-6216

ペットショップふじや

北九州市小倉北区船場町3-9ﾌﾟﾘﾝｽﾋﾞﾙ1F

093-511-0766

五条ペットナフコ小倉北店

北九州市小倉北区末広2-1-5ﾅﾌｺ小倉北店内

093-511-4500

五条ペットナフコ小倉南店

北九州市小倉南区上葛原1-16-1

093-923-6200

五条ペットナフコ八幡東店

北九州市八幡東区東田1-2-20

093-661-5600

PeTeMo 八幡東店

北九州市八幡東区東田3-2-102ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東店内

093-663-6203

ペットランドあつまれ八幡三ケ森店

北九州市八幡⻄区三ケ森4-13-1

093-614-2221

イオンペット⿊崎店

北九州市八幡⻄区⻄曲⾥町4-1ｲｵﾝﾀｳﾝ⿊崎店内

093-644-7900

PeTeMo petit ⾹椎浜店

福岡市東区⾹椎浜3-12-1ｲｵﾝﾓｰﾙ⾹椎浜店内

092-673-6391

ペッツファミーユ⼟井店

福岡市東区⻘葉7-61-1ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ⼟井店内

092-691-3250

五条ペットナフコ福岡空港店

福岡市博多区⼤井2-6-1

092-611-1700

P2JR博多シティ店

福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多ｼﾃｨ8F

092-413-5666

P2 イムズ店

福岡市中央区天神1-7-11ｲﾑｽﾞﾋﾞﾙ3Fｲﾑｽﾞｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ内

092-733-2045

ペットパークP2⻄⻑住店

福岡市南区⻄⻑住1-12-45⻑丘5丁目ﾊﾞｽ停前

092-553-1100

ペッツファミーユ橋本店

福岡市⻄区橋本1-10-72ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ橋本店内

092-811-4160

P2 福重店

福岡市⻄区拾六町1-7-1ﾀﾞｲｴｰ福重店内

092-891-9290

ペットプラザ めいのはま店

福岡市⻄区小⼾2-1-32HCｺｰﾅﾝめいのはま店内

092-892-6248

イオンペットマリナタウン店

福岡市⻄区豊浜3-1-10ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾓｰﾙﾏﾘﾅﾀｳﾝ2F

092-892-8400

イオンペット福岡伊都店

福岡市⻄区北原1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都店3F

092-806-3346

ペットアミ⼤牟田店

⼤牟田市岬町3-1

0944-88-9511

イオンペット⼤牟田店

⼤牟田市岬町3-4ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤牟田店内

0944-32-8860

イオンペット直⽅店

直⽅市湯野原2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ直⽅店内

0949-29-2120

ペットアミ飯塚店

飯塚市太郎丸1171-2ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ飯塚店内

0948-28-2811

五条ペットナフコ飯塚南店

飯塚市椿89-9

0948-21-0900

ペットアミ筑後店

筑後市前津484ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ筑後店内

0942-65-7211

ペットワイドイオン小郡店

小郡市⼤保字弓場110ｲｵﾝ小郡SC内

0942-65-4102

五条ペット筑紫野店

筑紫野市原田836-20ｼｭﾛｱﾓｰﾙ･ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ内

092-919-8500

イオンペット筑紫野店

筑紫野市⼤字⽴明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店内

092-918-3316

五条ペット春日フォレストシティ店

春日市上白⽔ｲヶ⾕1315-47

092-595-3500

ペッツファミーユ春日店

春日市星⾒ヶ丘4-7ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ春日店内

092-596-5513

ステップわん⼤野城店

⼤野城市錦町4-1-1-1F

092-502-5800

五条ペット太宰府店

太宰府市五条2-1-17

092-922-2356

P2 太宰府店

太宰府市向佐野1-10-17

092-922-9292

イオンペットPECOS福津店

福津市日蒔野6-16-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店1F

0940-38-5390

P2 ペットワールド

糟屋郡久山町⼤字山田1004-1

092-931-9200

ペットハウスドリームナフコトリアス久山店

トリアス久山店

糟屋郡久山町山田1122-1ﾅﾌｺﾄﾘｱｽ久山店内

092-976-1617

イオンペットかすや店

糟屋郡粕屋町酒殿字⽼ﾉ⽊192-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡店内

092-939-7190

ペットアミ川崎店

田川郡川崎町田原1254-2ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ川崎店内

0947-72-5353

ペッツファミーユ佐賀店

佐賀市巨勢町⼤字牛島750ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ佐賀店内

0952-22-1020

ペッツファミーユ北茂安店

三養基郡みやき町白壁2196ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ北茂安店内

0942-89-6080

ペッツファミーユ⻑崎店

⻑崎市岩⾒町26-1ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ⻑崎店内

095-862-5240

ペットワイド早岐店

佐世保市広田3-1-44ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞ早岐店内

0956-39-1114

Dog Space チャミー&チャミー

佐世保市須佐町12-14

0956-25-2246

有限会社ドリーム⼤塔店

佐世保市⼤塔町18-18OKK第二ｼﾃｨｰﾋﾞﾙ1F

0956-26-1011

わんわん専門店ドリームコーナン⼤塔店

佐世保市⼤塔町8-62HCｺｰﾅﾝ⼤塔店内

0956-34-0190

イオン佐世保白岳店

佐世保市白岳町50-14ｲｵﾝ佐世保白岳SC内ﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ

0956-59-7121

佐賀県

⻑崎県

ペットフードむらた

諫早市永昌東町3-13

0957-22-1633

ペッツランドヒロセ諫早バイパス店

諫早市栗⾯町94-1ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾎﾞHIﾋﾛｾ諫早ﾊﾞｲﾊﾟｽ店内

0957-21-3710

ペットワイド溝陸店

⼤村市溝陸町790

0957-46-5050

ペッツランド⻑与店

⻄彼杵郡⻑与町高田郷2007 OKﾎｰﾑ&ｶﾞｰﾃﾞﾝ⻑与店内

095-865-7900

ペッツファミーユ 時津店

⻄彼杵郡時津町左底郷1832-1Mr.ﾏｯｸｽ時津店内

095-882-2252

有限会社アビーロード ペットアミ時津店

⻄彼杵郡時津町日並郷開田1300-12ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ時津店内

095-814-2213

熊本県
インターペット

熊本市東区小山3-2-62

096-389-5511

ペッツファミーユ熊本インター店

熊本市東区石原1-1-111ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ熊本ｲﾝﾀｰ店内

096-388-0180

ペッツランドヒロセ田崎市場通店

熊本市⻄区上代1-557HIﾋﾛｾ田崎市場通店内

096-324-3856

ペッツファミーユ熊本南店

熊本市南区⼗禅寺3-4-14Mr.MAX熊本南店内

096-328-3045

イオンペット八代店

八代市沖町六番割3987-3ｲｵﾝ八代SC内

0965-31-1210
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熊本県
ペッツランドヒロセ⼤津店

菊池郡⼤津町室683-1HIﾋﾛｾ⼤津店内

096-340-3733

ペッツランドヒロセ菊陽店

菊池郡菊陽町津久礼2655-1HIﾋﾛｾｽｰﾊﾟｰｺﾝﾎﾞ店内

096-234-7211

イオンペット熊本店

上益城郡嘉島町⼤字上島字⻑池2232ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店内

096-235-2005

ペッツランドヒロセ嘉島店

上益城郡嘉島町鯰1792-1HIﾋﾛｾ嘉島店内

096-237-1404

⼤分県
ペッツランドヒロセFC春日浦店

⼤分市王子北町18-6

097-534-9333

K-9ZOOわさだ店

⼤分市玉沢755-1ﾄｷﾜわさだﾀｳﾝ内

097-541-3239

愛犬ショップZOO⼤分パークプレイス店

⼤分市公園通り⻄2-1⼤分ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ3F

097-524-6339

ペットワイド高城店

⼤分市新栄町271-1ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞ高城店内

0975-53-5050

ペットハウス ピンキー

⼤分市⼤在浜1-14-34

097-528-9240

ペットワイド賀来店

⼤分市⼤字賀来3943ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞﾌﾟﾗｽ賀来店ﾍﾟｯﾄ館

097-586-5323

ペッツランド明野店

⼤分市猪野1617-1HIﾋﾛｾｽｰﾊﾟｰｺﾝﾎﾞ明野店内

097-574-8147

愛犬ショップZOO南⼤分店

⼤分市畑中864-1

097-544-8070

K-9ZOO府内店

⼤分市府内町3-7-34

097-513-5139

愛犬ショップZOO明野店

⼤分市明野北5-1-28

097-552-3300

ペッツランドヒロセ別府店

別府市餅ケ浜町6-23

0977-24-0701

ペットワイド新三光店

中津市三光佐知1032

0979-43-6455

ペットワイド佐伯店

佐伯市鶴岡⻄町2-571ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞﾏｰﾄ佐伯店内

0972-22-8477

ペッツランド臼杵店

臼杵市野田176-1HIﾋﾛｾｽｰﾊﾟｰｺﾝﾎﾞ臼杵店内

0972-62-9111

オザキペット

宇佐市石田60-1

0978-32-3429

ペットワイド平和台店

宮崎市下北⽅町平田903-11ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞ平和台店別館

0985-28-6022

イオンペット宮崎店

宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店内

0985-35-4740

るんるん

宮崎市⼤字塩路江良ﾉ上2782-142

0985-39-9080

イオンペット都城駅前店

都城市栄町4672-5ｲｵﾝﾓｰﾙ都城駅前店内

0986-46-5725

ペットワイド都城店

都城市千町4351-2ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞﾌﾟﾗｽ都城店内

0986-46-1909

ペットワイド出北店

延岡市出北4-103-1ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞ出北店内ﾍﾟｯﾄﾜｲﾄﾞ

0982-26-2996

K9ZOO 延岡南店

延岡市平原町4-1498-20

0982-20-0839

ペットワイド財光寺店

日向市⼤字財光寺字沖ﾉ原953-1ﾎｰﾑﾜｲﾄﾞ財光寺店内ﾍﾟｯﾄﾜｲﾄﾞ財光寺店

0982-57-3420

宮崎県

⿅児島県
ペットランドBIGMIYABI⾕山店

⿅児島市卸本町5-35NʼsCITY⾕山店2F

099-260-6069

P2アミュプラザ ⿅児島店

⿅児島市中央町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ⿅児島ﾌﾟﾚﾐｱﾐ館7F

099-204-9311

アクア田上本店

⿅児島市田上7-9-30

099-281-5640

イオンペット⿅児島店

⿅児島市東開町7ｲｵﾝﾓｰﾙ⿅児島店内

099-263-1470

BIG MIYABI 与次郎店

⿅児島市与次郎1-10-1ﾆｼﾑﾀ与次郎店内

099-250-1181

トゥーワン⿅児島

⿅児島市与次郎1-2-23

099-253-1637

ペットランドエースリー

薩摩川内市山之口町4648-2

0996-23-1373

沖縄県
PET BOX 那覇店

那覇市おもろまち3-5-11

098-941-1117

ワンラブMEGAドン・キホーテ うるま店

うるま市塩屋浜原502-1

098-973-1115

PET BOX 北⾕店

中頭郡北⾕町美浜2-2-5

098-926-1123

