
※HPのないところは未掲載(公営は除く)

※HPにハムスター表記がなければ要確認
大阪

会社名 店舗名 住所電話番号

【公営】

高槻クリーンセンター(高槻市)
高槻市前島3丁目8-1072-669-1950

【公営】柏原市斎場(柏原市) 柏原市雁多尾畑6339072-979-0417

【公営】ゆうしお(泉大津市) 泉大津市汐見町104番地の70725-20-6335

【公営】

環境衛生センター(茨木市)
茨木市東野々宮町14-1072-634-1627

【公営】能勢町営斎場(能勢町) 豊能郡能勢町宿野439-11072-731-2000

【公営】たかいし斎場(高石市) 高石市千代田2-13-21072-261-8674

摂津支店 摂津市鳥飼上4丁目7-410120-231-194

交野店 交野市星田北5-6-15

東大阪店 東大阪市長田東4-5-26

0120-392-013

【公営】淡輪火葬場(岬町) 泉南郡岬町淡輪5653-1072-494-0042

愛愛送社株式会社

ペットの旅立ち

大阪支店 大阪市西区九条2丁目22-1006-6616-9424

ジャパンペットセレモニー 東京都世田谷区上馬4-30-1
0120-963-940

 03-5779-4195
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北摂池田ペット霊園 池田市中川原町17-12
0120-594-846

0727-48-3000

大阪ペット霊園社

大阪生駒ペット霊園 四條畷市上田原13660120-846-590

アイペットメモリアル 貝塚市蕎原116-2
0120-262-890

072-478-8080

関西動物敬愛社 大阪市浪速区稲荷1丁目6-2906-6563-3777

ペット葬儀 沙羅双樹 大阪市西区江戸堀3-6-206-6464-4343

大阪市旭区高殿7-7-10
0120-414-279

06-6957-4949

創友ペット霊苑
大阪市平野区喜連東3-5-65

ステイタスアートビル7F
06-6797-2158

慈愛院(高栄寺) 大阪市城東区蒲生2-2-2006-6939-9979

ペットセレモニーラヴリス 富田林市甲田6-15-17
0120-096-996

0721-81-1017

ペット葬儀本舗 大阪本店 大阪市北区天神橋2-2-280120-849-940

ペット葬儀のペットマザー

大阪火葬場
大阪市中央区谷町8丁目2-14

0120-128-176

06-4304-2240

東大阪分院 東大阪市菱江3-16-11
0120-087-333

072-960-7667

千寿院たかつき動物霊園

高槻本山 高槻市田能奥谷30-2
0120-087-333

072-688-9107

https://www.yasiro-pet.jp/access-hokusetsu.html
https://www.yasiro-pet.jp/access-ikoma.html
http://ipet-m.main.jp/
http://www.utsubo.net/sarasouju/
http://www.keiaisha.jp/
https://opreien.jp/
http://www.jiaiin.com/
http://www.hirano-petreien.com/soyu/
https://www.petsougi-honpo.com/
http://www.ps-loverice.com/
http://www.pet-mother.com/
http://pet-senjuin.com/
http://pet-senjuin.com/
http://pet-senjuin.com/
https://www.yasiro-pet.jp/access-hokusetsu.html
https://opreien.jp/
https://www.yasiro-pet.jp/access-ikoma.html
http://ipet-m.main.jp/
http://www.keiaisha.jp/
http://www.utsubo.net/sarasouju/
http://www.hirano-petreien.com/soyu/
http://www.jiaiin.com/
http://www.ps-loverice.com/
https://www.petsougi-honpo.com/
http://www.pet-mother.com/
http://www.pet-mother.com/
http://pet-senjuin.com/


西国ペット浄苑 茨木市上郡2丁目14-2
0120-762-788

072-641-0788

東大阪動物霊園 東大阪市長堂3丁目26-3
0120-834-594

06-6781-5900

太子パーク動物霊園 富田林市新堂2092-40721-20-6020

アニマル葬儀社 大阪狭山市池之原4丁目68
0120-671-059

072-367-1059

ハンドインハンド(槃若寺) 交野市私部南2-1-7
0120-716-600

072-810-6600

吹田動物霊園 吹田市岸部南1丁目5-14
0120-099-669

06-4860-9669

ワールドペット霊園 南河内郡河南町大字白木1456-20721-93-1277

京阪犬友社 枚方市磯島北町38-7
0120-427-742

072-898-4242

大阪犬友社 大阪市淀川区西中島3-12-15
0120-463-470

06-4805-4442

日本ペットメモリアル

ほたるの里動物霊園 堺分院
堺市北区八下北1-32

0120-040-594

072-269-4194

ペット眠りの森 箕面市西宿2丁目18-150120-11-3499

アニマルセレモニーソラン 門真市三ツ島6-8-27
0120-948-441

072-391-0375

大阪ペットセレモニー 高槻市塚原1-3-6
0120-264-194

072-694-4194
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千手院動物霊園 堺市南区美木多上1200072-299-3340

箕面ペット霊園 箕面市今宮3-6-30072-728-0099

メモワール 大阪市天王寺区生玉町2-18
0120-199-414

06-6776-9414

ハートメモリアルサービス 大阪市浪速区敷津西1-9-10120-810-802

大東動物霊園 大東市大字中垣内1300-1072-870-0244

縁の里動物霊園(正修寺) 茨木市大字泉原39-6
0120-620-094

072-648-1133

豊中動物霊園 豊中市走井2丁目9-806-6841-3733

ペットエンゼル南大阪 泉南市信達大苗代660-1
0120-004-294

072-485-4294

てんのうじペット斎場 大阪市天王寺区下寺町2-4-100120-439-441

ひらかた動物霊園 枚方市大字穂谷475072-808-0833

ペットセレモ･ふぁみーゆ 松原市天美北5-123-120120-875-677

堺動物霊園 堺市堺区翁橋町1丁2-2
0120-103-470

072-233-7277

大阪･堺ペット霊園 堺市堺区翁橋町1丁2-20120-745-942
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総合ペットセレモニー

大阪稲荷山動物霊園 東大阪市善根寺町1-1086-2072-986-3030

ワールド･ハート 吹田市五月が丘南28-6
0120-956-659

06-6821-6577

アイペットメモリアル 貝塚市蕎原116-2
0120-262-890

072-446-5828

大阪ペット斎場 大阪市西区立売堀4丁目6-16
0120-248-494

06-6543-2484

アイムペットメモリアル 東大阪市南上小阪9-18
0120-594-162

06-6728-3406

ペット葬祭光堂 大阪市平野区加美南4丁目4-28
0120-738-788

06-6793-2770

みなとペット葬儀社 摂津市新在家1丁目29-306-6829-3710

大阪ペット火葬メモリアル
大阪市西区新町2-19-20

日宝西長堀ビル 3F 5号室

0120-933-390

06-6599-9810

阪和動物霊園 泉佐野市上町1-10-390120-454-940

豊中･箕面会館 豊中市勝部3-1-40
0120-594-031

06-6843-5940

ペットメモリアル大阪 大阪市西区京町堀1-4-4
0120-546-776

06-6479-3777

ペットメモリアル玉手山 夢殿
柏原市玉手町7-48

運潮寺内
072-978-5111

高槻会館 高槻市西面北 1-10120-594-032
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