【トリミングサロンやペットホテル】
名称
ペットハウス MIKI
トリミングサロン WAN LOVE
ペットホテル わん・にゃんカー
ペットライフサポート プルクス
ペットサロンスマイル
ペットホテル さりじぇ
DOG GARDEN 南を翔る風
ドッグサロンN
ラブ フィールド
総合ペットショップ山本
Pet's Club NON
ペットシャンプー&ホテル KAZU
トリミングサロン グランマ
ペット美容室 Pretty
ペットハウス マリ
ホワイト・リトル・モモ
ParkMeyer DogHouse
ヴァルモン ケンネル
PLATINUM☆DOG Styling Lab.(プラ チナ ム☆ドッグスタイリングラボ)

山鹿市 方保田2821-3
菊池郡大津町美咲野2丁目10−12
人吉市 温泉町2514-1
人吉市 上林町1424-2
阿蘇郡 西原村布田1506-8
阿蘇郡 西原村布田1080-16
阿蘇郡 南阿蘇村久石2848-1
阿蘇郡 西原村布田2083-2
八代市 海士江町3367
上益城郡 御船町高木字黒岩 5076- 28
上益城郡 御船町滝川122-6
上益城郡 益城町馬水815
宇城市 松橋町豊福545
宇城市 松橋町豊福1219-1
合志市 幾久富1647-249
大津町森66-3
大津町引水690-10
合志市 合生4088-1
菊池市 七城町亀尾2691-1

電話番号
0968-44-3418
096-284-1747
0966-23-4611
0966-23-4845
096-279-2266
080-5260-1649
0967-67-2375
096-279-2266
0965-65-5678
096-282-3284
096-282-2151
096-286-2694
080-3947-9600
0964-32-3141
096-248-5810
096-294-2180
096-294-2577
0968-37-4208
090-1080-3678

DOG RUN CAFE ひなたぼっこ

菊陽町原水2861-1

096-233-9111

老犬ホーム トップ
ドッグサロンシャイン
Pluto(プルート)
玉名ドッグスクール
ドッグサロン.ホテル すぷりまみ
ドッグボイス
ペット サロン チョコ 近見店
DOG REQUEST(ドッグ リクエスト)
DOG STATIONS
ワンちゃんの美容室 サキハウス
ペットサロン ACB(あしべ)
ペットサロン CORAT
マイ・犬・シャンプー スポット
ペット&ガーデン リブズ
犬のマック
ペット サロン チョコ
犬のとこやさん Dog Mama
わん’ず door
ペット コレクション
ペットサロン TABBY
オレンジハウス
Dog Salon MIRA
ペットハウス・ペレ
ペットサロンパピー
QP wan garden(キューピーワンガーデン）
トリミングサロン まちこ
ウィズ

菊池市 亘530
荒尾市 野原1366
玉名市 岱明町下前原600-2
玉名市 築地1396-44
荒尾市 大島1185-3
玉名郡 長洲町大字長洲21 33-1
熊本市 南区近見1丁目10-6
熊本市 中央区帯山1丁目44-37 1F
熊本市 東区戸島西4丁目4-1
熊本市 北区植木町滴水151-1
熊本市 東区小峯4丁目2番43号
熊本市 東区江津1丁目4-16
熊本市 東区東野1丁目10-10
熊本市 北区四方寄町1460-3
熊本市 西区蓮台寺5丁目3-33
熊本市 中央区渡鹿4丁目9番10号
熊本市 南区南高江2丁目12-73
熊本市 東区新外4丁目7-6-103
熊本市 中央区出水3丁目5-15
熊本市 東区月出7丁目1-6-103
熊本市 北区龍田8丁目15-117
熊本市 中央区新屋敷1丁目3-25 Palazzo di 新屋敷1F
熊本市 北区龍田6丁目5番80号
熊本市 北区鶴羽田3丁目14-41
熊本市 南区近見6丁目9-18
熊本市 中央区船場町2-41-1F
熊本市 南区日吉1丁目4-4

0968-24-4922
0968-69-4441
0968-57-7009
0968-73-3829
0968-62-1652
0968-78-6288
096-323-6911
096-285-6991
096-285-8078
096-273-3277
096-368-5432
096-366-1813
096-367-8236
096-275-6123
096-288-0505
096-320-6301
096-358-5461
0120-121-548
096-366-7523
096-385-0839
096-339-7845
096-201-4090
096-339-7790
096-346-1077
096-221-3922
096-354-8886
080-3957-8141

※変更となることがありますので、事前に必ずお電話でお問い合わせください。
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（平成28年5月6日現在の営業状況）
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○：通常営業（一部例外有）
△：規模を縮小して営業
×：休業
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