
※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

東京たんぽぽ墓苑 東京都江東区東陽1-25-4
0120-419-428

03-3646-0411

東京

会社名 店舗名 住所電話番号

ペットメモリアルパーク南多摩 町田市上小山田町2143-5
0120-050-450

042-797-7165

すみだ動物慰霊堂 東京都墨田区横川1-11-403-3624-1194

せたがやペット斎場 東京都世田谷区上馬4-30-1
0120-979-594

03-5433-5940

城東動物霊園 東京都江戸川区春江町4-23
0120-59-4343

03-3653-4343

ペットワールド六義園 東京都文京区本駒込6丁目15-10
0120-180-911

03-5976-1321

動物ねむりの里 町田市小野路町5330番地3号
0120-980-796

042-737-1198

城南ペット霊園 東京都品川区南品川2-7-25
0120-07-9910

03-3471-9910

ペットの旅立ち

日本橋店 東京都中央区日本橋久松町11-6

0120-392-013品川店 東京都品川区上大崎2-15-19

立川店 立川市柏町4-41-11

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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宗教法人慈恵院 足立別院 東京都足立区加平1-14-3
0120-769-412

03-3628-7676

グリムペット葬祭場 八王子市館町2912-3
0120-650-053

042-665-6570

高尾霊園犬猫墓地 八王子市初沢町1425042-661-6853

ペットメモリアル昭島 昭島市田中町2-19-160120-034-242

愛VIPペットサービス 東京都足立区東保木間2-5-4
0120-573-344

03-3860-3322

宗教法人慈恵院 府中本山 府中市浅間町2-15-1
0120-769-412

042-365-7676

ペット火葬板橋 東京都板橋区舟渡4丁目16-11
0120-674-241

03-3967-4241

ペットPaPa 東京都練馬区関町北5-14-29
0120-272-488

03-5927-0160

日本ペット葬儀サービス 東京都杉並区下高井戸1丁目12-7
0120-224-236

03-3325-2442

哲学堂動物霊園 東京都中野区江古田1-6-4
0120-556-674

03-5996-0007

大蔵動物霊園 東京都世田谷区大蔵5-11-803-3417-0020

大森ペット靈堂 東京都大田区大森東2-1-10120-176-594

東京ペット霊堂
東京都大田区池上7-22-10

大乗山 曹禅寺内

0120-721-711

03-3755-1688
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アートペットクラブ 東大和市奈良橋1-630-2
0120-412-413

042-563-7825

真心動物霊園 町田市図師町997-1
0120-302-594

042-792-9683

やすらぎの森 あきる野市牛沼620-1
0120-840-594

042-550-7140

ペット火葬の常憲社
東京都江戸川区

西一之江2丁目15-20

0120-066-594

03-5663-7122

池袋ペット葬儀場

立会火葬
東京都豊島区南池袋2-8-160120-594-233

ペットメモリアル東京

多摩ペット葬儀場

立会火葬
稲城市大丸1420-10120-594-233

山の手ペットメモリアル 東京都杉並区桃井3丁目7-2
0120-767-594

03-3399-3821

永昌院ペットパレス 東京都足立区皿沼1-4-1
0120-389-730

03-3897-3110

観蔵院ペット霊園ニルバーナ 東京都練馬区南田中4-15-2403-5980-8770

京浜島斎場 東京都大田区南馬込1丁目16-2
0120-494-914

03-3772-1113

PET594CAR 東京都渋谷区幡ヶ谷3-33-1-110
0120-124-594

03-3320-9701

八王子動物霊園 八王子市川町337-1
0120-656-225

042-650-5770

アストロペットメモリアル 武蔵村山市神明1-96-1
0120-442-594

042-563-7055
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ペット葬儀うたたね

東京都新宿区山吹町357-2
0120-978-517

03-6280-7339

昭島市田中町3-5-2
0120-978-517

042-519-7140

ペットの天国 東京都世田谷区北烏山3-5-6
0120-501-059

03-5315-1717

ペットセレモニープレア東京 東京都足立区平野1-14-150120-791-240

優心セレモニー 東京都港区南青山7丁目3-10120-754-940

モニー(monnie) 羽村市小作台3-17-30120-119-409

ペットレクイエム 立川市砂川町7-23-17
0120-040-793

042-519-4446

アーバンペット葬儀社 東京都江戸川区中央3丁目23-100120-420-160

深大寺動物霊園 調布市深大寺元町5-11-3
0120-125-940

042-483-0915

エンジェルロード 福生市大字熊川13150120-929-594

ペットメモリアルパーク南多摩 町田市上小山田町2143番地5
0120-050-045

042-797-7165

with東京 東京都荒川区西日暮里2-22-1
0120-719-713

03-6672-3643

ペットセレモニー優 東京都荒川区町屋6-29-120120-994-594

アメリカンペットメモリアル 西東京市東伏見5丁目9-24
0120-125-757

042-461-3319
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D&C(ドッグ＆キャット)

太田営業所 東京都大田区田園調布南15-10120-213-556

東京都品川区小山4-16-5
0120-213-556

03-3788-6775

武蔵村山

ペットメモリアルパーク
武蔵村山市岸4-1-3042-560-8249

東京動物霊園 東京都北区赤羽台3丁目24-2
0120-121-059

03-3905-0047

ペット葬祭･霊園 ヘブンパーク 青梅市青梅市駒木町2-202-160428-25-8777

ペットセレモニーWAVY

西東京支店
東村山市秋津町5-22-13

0120-991-594

042-397-4046

ペットエンジェルゲイト

横浜青葉
東京都豊島区南池袋2-8-16

0120-919-104

03-3980-7413
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