
竜王駅

甲府駅

善光寺駅

国母駅

常永駅

豊かな自然と美味しい
食べ物に恵まれた町、山梨。
愛犬と楽しく安心して暮らすのに欠かせない施設や
お店もとても充実しています。私たちは愛犬とともに
豊かに過ごす皆様の暮らしを応援しています。

動物病院

響ヶ丘動物病院
甲斐市龍地２２５４－２１　　Tel.055-145-6273

1

赤池ペットクリニック
甲斐市島上条 746-5　　Tel.055-277-8500

3

笠松動物病院
中巨摩郡昭和町西条 5167　　Tel.055-275-5566

2

Avec le chien
中巨摩郡中巨摩郡昭和町河西字鶴住 1600－5 SI B 号室
Tel.025-255-6707

7

山口動物病院
甲斐市中下条１９４９－１　　Tel.055-277-5131

4

ペットサロン

ドッグカフェ

甲斐動物病院
甲斐市西八幡 2604-1　　Tel.055-276-2581

5

アメリカンダイナーオールドハンガー
中巨摩郡昭和町西条 3838-1　　Tel.055-268-1551

8

ペットショップ　ペットグッズショップ

DOG FUN
甲府市上町 294-3　　Tel.055-288-1203

10

千塚動物病院
甲府市千塚 5-8-5　　Tel.055-267-7716

6

THE CAFÉ LDK
甲斐市篠原 274-1　　Tel.055-268-3337

9

Pe Te Mo 甲府昭和店
中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1 イオンモール甲府昭和 1 階
Tel.055-269-5116

11

ペットフィールド敷島
甲斐市中下条 949-2　　Tel.055-277-5965

12

フィシュランドイシハラ
甲府市相生 3-5-40　　Tel.055-233-5653

13

分譲地・モデルハウス

自社

ペットスタジオ

新規 6 区画分譲地
甲斐市竜王 1015

15

愛犬家住宅モデルハウス（シェリーメイゾン）
甲斐市中下条 1119-2

16

スタジオ BUDDY
甲府市大里町 432 フィルドストーン 102 号
Tel.055-269-7524

14

( 株 ) グッドホーム
甲斐市竜王新町４２０－３２　　Tel.０５５-２７６-１１０２

17

愛犬と暮らしたい街
山梨
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1. 響ヶ丘動物病院1. 響ヶ丘動物病院
コミュニケーションを大切にし
たあたたかな医療やサービスを
提供します。

甲斐市龍地２２５４－２１
tel. 055-145-6273

3. 赤池ペットクリニック3. 赤池ペットクリニック
「予防・早期発見・早期治療」
をモットーに定期健康相談を
実施しております。食事の指導
も致します。

甲斐市島上条 746-5
tel. 055-277-8500

6. 千塚動物病院6. 千塚動物病院
病院近隣の方や動物を飼っていない方々
にも配慮した病院つくりを行い、地域に
根ざしたホームドクターをめざします！

甲府市千塚 5-8-5
tel. 055-267-7716

4. 山口動物病院4. 山口動物病院
地域のホームドクターとして飼
い主様とペットとの快適な生活
のサポートができるよう、診療
を行うよう心がけています。

甲斐市中下条１９４９－１
tel. 055-277-5131

5. 甲斐動物病院5. 甲斐動物病院
地域の頼れるホームドクターと
して高度化する獣医療への対応
を目標とした次代の動物医療施
設を目指しています。

甲斐市西八幡 2604-1
tel. 055-276-2581

2. 笠松動物病院2. 笠松動物病院
「すべての命に尊厳を」というポ
リシーのもとに診療に取り組ん
でいます。

中巨摩郡昭和町西条 5167
tel. 055-275-5566

8. アメリカンダイナー
   オールドハンガー
8. アメリカンダイナー
   オールドハンガー
“アットホームな旧き良きアメリ
カをテーマにハンバーガーを通
じて美味しいさと喜びを伝えた
い”愛犬同伴OK

中巨摩郡昭和町西条 3838-1
tel. 055-268-1551

9.THE CAFÉ LDK9.THE CAFÉ LDK
誰かの家のリビングで過ごすひ
とときの様に気ままに自由に寛
げるお店をめざしています。屋
外テラス愛犬同伴OK

甲斐市篠原 274-1
tel. 055-268-3337

17.( 株 ) グッドホーム17.( 株 ) グッドホーム
愛犬家の快適な住まいづくりを
応援します。「愛犬家住宅」の
ご提案。

甲斐市竜王新町 420-32
tel. 055-276-1102

7.Avec le chien7.Avec le chien
「犬と共に…」生きる、暮らしを
より豊かにするためのトリミン
グサロン
中巨摩郡中巨摩郡昭和町河西字
鶴住 1600－5 SI B 号室
tel. 055-225-6707

11.Pe Te Mo 甲府昭和店11.Pe Te Mo 甲府昭和店
ペットグッズ、トリミング、ペッ
トホテル、ペットショップ、ふれ
あい動物園もあります。
中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1 
イオンモール甲府昭和 1階
tel. 055-269-5116

10.DOG FUN10.DOG FUN
「ワンちゃんとのより楽しいドッ
グライフを」がコンセプト。ドッ
ググッズ専門店
甲府市上町 294-3
tel. 055-288-1203

13. フィシュランドイシハラ13. フィシュランドイシハラ
甲信越最大級！きっと飼いたい
が見つかる！1500 坪のペット
の楽園
甲府市相生 3-5-40
tel. 055-233-5653

12. ペットフィールド敷島12. ペットフィールド敷島
仔犬や仔猫をはじめ金魚やうさ
ぎ・昆虫・鳥類・爬虫類など、
あらゆるペットを取り扱う総合
ペットショップ。

甲斐市中下条 949-2
tel. 055-277-5965

14. スタジオ BUDDY14. スタジオ BUDDY
ペット撮影は、飼い主さんとペッ
トの絆を深める楽しいアトラク
ションであってほしい、バディで
はそう考えています。

甲府市大里町 432
フィルドストーン102号
tel. 055-269-7524

15. 新規 6 区画分譲地
JR 竜王駅徒歩13分
甲斐市竜王 1007-2

16. 愛犬家住宅モデルハウス
シェリーメイゾン
甲斐市中下条 1119-2

看板犬

ちゃんCOCO

（株）グッドホーム

看板犬

ちゃんあみ

看板犬

ちゃんパティー
アメリカンダイナー
オールドハンガー

http://www.hibikigaoka-ah.jp/
http://www.hibikigaoka-ah.jp/
https://kasamatsu-vetclinic.com/
https://kasamatsu-vetclinic.com/
https://itp.ne.jp/info/199473308200000899/
https://itp.ne.jp/info/199473308200000899/
https://www.kai-ah.com/
https://www.kai-ah.com/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~chizuka-ah/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~chizuka-ah/
https://avec-le-chien.business.site/
https://avec-le-chien.business.site/
https://homebake.exblog.jp/30695489/
https://homebake.exblog.jp/30695489/
http://www.thecafe-ldk.com/
http://www.thecafe-ldk.com/
https://ja-jp.facebook.com/pupe.ririko/
https://ja-jp.facebook.com/pupe.ririko/
https://fish-pet.com/
https://fish-pet.com/
https://studio-buddy.net/
https://studio-buddy.net/
http://good-h.com/
http://good-h.com/
http://good-h.com/



