
 

名名名名称称称称：：：：青青青青葉葉葉葉ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ２２２２２２２２        
ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ：：：：http://www.abs21.com/ http://www.abs21.com/ http://www.abs21.com/ http://www.abs21.com/     

住住：神神神県 横浜市 青葉区 市ヶ尾尾 ２２１１－２２ 
 青葉区 社会福福福福会(青葉区福福福福福福拠点)  
電電：０００－１９２－８８８１  (市ヶ尾駅 徒歩０分)  
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企画制作︓⻘葉バリアフリーサポート21( ABS21)
 PDF版77⾴（約7.6MB）のダウンロードはこちら
 テキスト版のページはこちら

 ⻘葉区ってどんなところ︖
 バリアフリーマップの制作〔⽬次〕へ

 フィールドワークメンバーの感想へ

最寄の駅名で選ぶ⽬次︓ 横浜市営地下鉄のセンター北へ｜センター南へ｜グリーンラインへ| 【カウンター】
 東急⽥園都市線の たまプラーザへ｜あざみ野へ｜江⽥へ｜市が尾へ｜藤が丘へ｜⻘葉台へ｜⽥奈へ｜こどもの国へ｜

鉄道の最寄り駅⼀覧で選ぶ

東急⽥園都市線（⻘葉区内駅）
00. サービスマネージャーについ
て
たまプラーザ
11. たまプラーザ駅編へ
あざみ野
21. あざみ野駅編へ
22. すすきの湯けむりの⾥へ
江⽥
31. 江⽥駅編へ

市が尾
40. 市ヶ尾駅周辺公共機関の案内
へ
41. 市ヶ尾駅周辺編41へ
42. 市ヶ尾駅周辺編42へ
43. 市ヶ尾駅周辺編43へ
藤が丘
51. 藤が丘駅編へ
⻘葉台
61. ⻘葉台駅編61へ
61. ⻘葉台駅編62へ
61. ⻘葉台駅編63へ
64. 桂台バス停編へ
65. 東急ノンステップバス体験
⽥奈
71. ⽥奈駅編へ

駅名の⽬次へもどる

こどもの国
90. こどもの国駅編へ

横浜市営地下鉄（⻘葉区近隣
駅）
センター北
01. センター北駅編へ
センター南
02. センター南駅編へ
グリーンライン
03. グリーンラインへ

駅名の⽬次へもどる

センター北01

センター南02

たまプラーザ11

あざみ野21

あざみ野22

江⽥31

市が尾40
市が尾41
市が尾42
市が尾43

藤が丘51⻘葉台61
⻘葉台62
⻘葉台63

桂台バス停

⽥奈71

こどもの国90
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すすきの「湯けむりの⾥」

 

℡︓０４５-９０５－２６４１（フロヨイ）

 
http://www.yukemurinosato.com/susukino/index.html

  
 あざみの駅⻄⼝→3番バスターミナル→すすき野1丁⽬下⾞徒歩600ｍ位

 ⼀部なだらかな坂道で、歩道もあります。
  受け付けは2階でエレベーターがあります。

  靴⼊れと脱⾐ボツクスは100円⼊れると鍵を解錠した時返⾦されます。
  

 ⾵呂は16種類あり、それぞれ温度差があり湯⾈に段差があります。
  ⼊場券と⾷券は⾃動販売機で購⼊します。

  廊下はゆったりとして段差はありません。
  ⾷堂もゆったりして座敷の宴会場もあります。ビン詰めの⽜乳、ヨーグルト、

 その他飲料⽔も⾃動販売機で購⼊できます。
  

  16種類もの⾵呂を体験し、「介助者がいて⾞椅⼦でも利⽤出来れば
 もっともっと多くの⽅が楽しめるでしょうに」と、話しながら帰って来ました。

 ＜報告︓ やなだ（和）＞
  

 
・トイレは段差があり、⽊下駄に履き替えなければなりません。

 ・3階の露天プロに⾏く階段は、最初の5段⽬まで⼿すりがありません。
 ・全体的に、ひとつひとつの湯船は狭く感じました。

  
・無料送迎バスが出ています。

 あざみ野駅の乗り場は、横浜信⽤⾦庫前。
 あざみ野駅改札を出て左へ⾏き（ロータリーの反対側）

 東出⼝通路を抜け道路の反対⾞線になります。（電柱広告が
⽬印になります。）

 満⾞になりしだい発⾞となります。
  

あざみ野駅発 午前10時から午後10時半
 湯けむりの⾥発 午前11時から午後11時半
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市が尾駅周辺公共機関の案内(40)

印刷.pdf
市ヶ尾駅周辺編 

４１
市ヶ尾駅周辺編 

４２
市ヶ尾駅周辺編 

４３

 
０１ ふれあい青葉（青葉区福祉保健活動拠点） 
 １階には青葉区社会福祉協議会事務室、福祉１１０番、録音室、対面朗読室、相談室があり 
 ます。 
 ２階には多目的研修室、団体交流室（２）、点字製作室があり、登録団体が利用することがで 
 きます。 
 東急田園都市線 市が尾駅より国道２４６号を歩道橋を使って横切り、国道２４６号沿いに 
 藤が丘方面に向かい坂を下った右側。 
 市が尾駅より徒歩約４分。《道案内へ》 
 
０２  横浜市青葉スポーツセンター 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町３２－２５ 
 電話：０４５－９７４－４２２５ 
 青葉区役所の隣、正面玄関より入ると左側がスポーツセンター、右側が公会堂。 
 
０３ 青葉公会堂 
 電話：０４５－９７８－２４００ 
 
０４ 青葉区役所 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町３１－４ 
 電話：０４５－９７８－２３２３ 
 東急田園都市線 市が尾駅より国道２４６号を歩道橋を使って横切り、最初の信号を左に 
 折れて坂を下る。 
 駅より徒歩約１０分 

01

02 03 04 05

06 07 08 09 10
11

数字の上でクリックすると該当する施設の
説明に移ります。

2020年１月センター北＆南を更新 23 / 88 青葉バリアフリーサポート２１



 
０５ 青葉区福祉保健センター（旧保健所） 
 区役所と同じ建家の中にあり、正面玄関を入って右側 
 電話：０４５－９７８－２４４５（３４番窓口。高齢・障害事務係） 
 
０６  青葉消防署 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町３３－１ 
 電話：０４５－９７４－０１１９ 
 
０７  青葉土木事務所 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町３１－１ 
 電話：０４５－９７１－２３００ 
 
０８  青葉警察署 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町２９－１ 
 電話：０４５－９７２－０１１０ 
 
０９  緑県税事務所 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉台市ヶ尾町２７－５ 
 電話：０４５－９７３－１９１１ 
 
１０  緑税務所 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町２２－３ 
 電話：０４５－９７２－７７７１ 
 
１１ ビオラ市ヶ尾 地域ケアプラザ 
 住所：〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町２５－６ 
 電話：０４５－３０８－７０８１ 
 
 １階と４階は地域ケアプラザ、２階と３階は小規模特別養護老人ホームです。 
 ケアプラザとしては多目的ホール、クッキングルーム、ボランティアルーム、研修室（２）があ
り、福祉保健団体やボランティア団体は無料で利用することができます。 
 東急田園都市線 市が尾駅より藤が丘方面へ線路を沿いに坂を下り、鶴見川手前の茶色の４
階建ての建物です。（近接するカリオン奏でるクリニックの垂れ幕がかかっている建物です） 
 旧区役所別館の位置ですが、入口は線路沿いの道になります。駅から敷地周辺までは点字
ブロックがありますが、入口までは設置されていません。 
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ
協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会

市ヶ尾駅周辺
公共機関の案内

市ヶ尾駅周辺編
４１

市ヶ尾駅周辺編
４２

市ヶ尾駅周辺編
４３

市ヶ尾駅
と駅構内
4100 ● ●4101 エトモ

（駅ビル）
●4102 川崎信用金庫

●4103 サンクス

●4105 Ａｓｈ

●4106 市ヶ尾森ビル第１駐車
場↑4108 フクダデンキ

↑4110 オリジン弁当
●4117 セイジョー,2階ジョナサン,3階魚

民駅前交番 4118● ●4120 のぞみ薬局

●4121 ＬＡＷＳＯＮ（ローソン）

●4126 丹波甘納豆

●4128 酒のあさの

●4131 Witch house

●4132 コスモ

●4137 西友,2階セリア（Seria),イレブンカット
●4138 ＱＢハウス市ヶ尾店

市ヶ尾駅周辺
公共機関の案内

市ヶ尾駅周辺編４２

市ヶ尾駅周辺編４３ 田園都市線：至 渋谷

市ヶ尾駅
バスターミナル

田園都市線：至 長津田

北

南地図は上が北です。上下、左右共に３５０ｍです。
店舗が両側に記してある道路は、北から南へ少し下っています。
路線バスがすれ違える道路で、両側に歩道があります。

更新：2017年9月
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4100【市ヶ尾駅と駅構内】
《時刻表》 《駅構内案内図》 《市が尾駅音声案内》 《東急バス・時刻表案内》
《横浜市営バス時刻表検索》

• お困りの時は《サービスマネジャー》に気軽に声をおかけください。
• 市ヶ尾駅はプラットホームが1階、改札口は2階にあります。改札を出て左側に行くと西口

でそのまま道路に出られます。右側（東口）方面に行くとエレベーター・エスカレー
ター・階段を使って道路へ出ることになります。 

• ホームへ降りるエレベーターが有ります。
• 改札の内側に車椅子対応のトイレが有ります。
• 券売機の位置が低くて、車椅子でも利用しやすくなっています。
• 改札口には幅の広いところがあり、車椅子対応となっています。
• 改札の正面やや左側が東急ストアです。その右隣にコインロッカーと図書返却ポスト、そ

の右隣に〔Bleu Bleuet〕があります。
• 改札を出て左折れし西口方向に進むと左側に〔TOKS〕〔しぶそば〕〔ＳＷＥＥＴＳ〕〔鎌

倉パスタ〕と並んでいます。鎌倉パスタの2階に〔住吉書房〕とがあります
• 改札を出て右折れし東口方面に進むと右側に〔駅事務所〕〔自動券売機〕〔三菱ＵＦＪ銀

行ＡＴＭ〕 と続き〔エトモ（駅ビル）〕へと繋がっています。エトモから、地上（1階）へ
降りるエレベーターがあります。

【市が尾東急ストア】
　　電話：045-979-0109
　　定休日：年始
　　営業時間：10:00～25:00

• 店内の通路のスペースがゆったりとしていて、電動車椅
子でも使用できる。

• 棚の高さがあまり高くないので、品物をとりやすい。
• 正面のみ自動ドアで他は押しドア式です。
• 多目的トイレ左側奥にあります

【ＴＯＫＳ】
業種：駅売店

【しぶそば】
業種：食堂

【図書返却ポスト】
業種： 

【Blew Bleuet】
業種：服飾・雑貨
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4101【エトモ（ｅｔｏｍｏ）〔駅ビル〕の案
内】

• エトモは4階建てで駅の東側にあり、2階が駅改札
口と連絡しています。

• 改札を出て右折れし東口方面に進むと【エトモ】
へ繋がり〔京樽〕〔花屋(Karen)〕と続き〔サン
ジェルマン〕突き当たるので左折れすると〔ド
トール〕があります。〔ドトール〕の前に地上（1
階）または4階まで上り下りするレベーターと
〔Mister　Minit（靴修理など）〕があります。
〔ドトール〕の先に１階へ降りるエスカレータ及
び階段があります。

• 1階には〔八千代銀行〕〔白洋舍（クリーニン
グ）〕と交番及び多目的トイレがあります

• ３階には〔大戸屋〕〔DAISO〕〔Foot　
Therapy〕と聡明写真ボックスがあります。

• 4階は〔グローバルキッズ〕と授乳室があります
。 

【京樽】
業種： 持ち帰り弁当

【Ｋａｒｅｎ】
業種：花屋

【サンジェルマン】
業種：パン屋＆喫茶

【ドトール】
業種： コーヒーショップ

【Mister Minit】
業種：靴修理など

【エトモ案内板】

【DAISO】
業種： 100円ショップ

【大戸屋】
業種：食堂

【Foot　Therapy】
業種：マッサージ

2020年１月センター北＆南を更新 27 / 88 青葉バリアフリーサポート２１



【八千代銀行】
業種：金融業

【白洋舍】
業種：クリーニング

【市が尾駅前交番】
業種：警察

4102【川崎信用金庫 市が尾支店】
　　業種：銀行・信用金庫 
　　電話：045-972-5611（代） 
　　fax：045-972-5765 
　　営業時間：9:00～16:00 
　　定休日：土、日、祝日 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６４－１０ 

4103【サンクス】
　　業種：コンビニエンスストア 
　　電話：０４５－９７３－９８６２ 
　　営業時間：２４時間営業、年中無休 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６３－１０ 

• 車椅子・可、盲導犬・ＯＫ
• トイレ入って右側奥にあります。

4105【Ａｓｈ　市が尾店】
　　業種：美容室・Ａｓｈ 
　　電話：045-974-2216 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６３－１０ 
　　　　　フォレストオブステーション102 
　　営業時間：9:00～18:30
　　定休日　火曜日 

4106【市ヶ尾森ビル第１駐車場】
　　業種：駐車場・店舗 
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4108【フクダデンキ】
　　業種：電気店 
　　電話：０４５－９７１－５１１６ 
　　営業時間：９：００～１９：３０ 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６４－５ 

4110【KITCHEN ORIGIN（キッチンオリジン）】
　　業種：持ち帰り弁当販売 
　　電話：０４５－９７９－０４７２ 
　　営業時間：６：００～２４：００、年中無休 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６４－５ 
　　入口は自動ドア 

4117【セイジョー】
　　業種：薬店・ドラッグストア 
　　電話：045-978-6144 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６４ 
　　営業時間：10：00～22:00 
　　定休日：なし 
　　トイレは入って左側奥にあるが車椅子での利用は無理 
　　外階段で2階にジョナサン（ファミリーレストラ
ン）、 
　　3階に魚民（居酒屋）があります。 

4120【のぞみ薬局】
　　業種：保険調剤薬局 
　　電話：045-972-9294 
　　営業時間：
　　月火水金：9：00～13：00　15：00～19：00
　　木　　　　 ：9：00～13：00
　　土　　　　 ：9：00～13：00　15：00～18：00
　　日　　　　 ：第１第３のみは10：00～12：00

• 車椅子入れます
• 入口は自動ドアです
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4121【ＬＡＷＳＯＮ（ローソン）】
　　業種：コンビニエンスストア・ローソン 
　　電話：０４５－９７１－３８２０ 
　　営業時間：２４時間、年中無休 
　　住所：青葉区市ヶ尾町１０６２－５ 

• 車椅子入れます
• 入口は両開きドアです
• トイレ右側奥にあります

4126【お菓子の店　丹波甘納豆本舗】
　　業種：和菓子：製造販売　　　こども１１０番 
　　電話：０４５－９７１－７６０８ 
　　営業時間：９：３０～２０：００　土曜日 ９：３０－
１９：００ 
　　定休日：日曜日 

• 良質の材料を使い、甘さ控えめでお安くを心がけていま
す。

• 和菓子はどら焼、最中、お団子、落雁、おかき、お赤飯な
ど。

4128【酒のあさの市ヶ尾店】
　　業種：酒類販売・あさの酒店　　　こども１１０番 
　　電話：０４５－９７３－６８００ 
　　営業時間：１０：００～２１：００ 
　　定休日：水曜日 

• 地方発送がＯＫ。
• 表側入り口は階段ですが、裏側入り口はバリアフリー。入

り口はスロープ有り
• 狭いお店ですが、物が整理されており、店内は車椅子でも

回れる。

4131【Witch house】
業種：洋品小物

4132【コスモ】
業種：洋品小物
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4137【ＳＥＩＹＵ（西友）市ヶ尾店】
　　業種：スーパーマーケット 
　　電話：０４５－９７３－７５１１ 
　　営業時間：２４時間営業　年中無休(１階、地下１階) 
　　　　１階：加工食品と雑貨 
　　　　地下１階：生鮮食品と雑貨 

• １階入り口は、自動ドア。通路が広く、車椅子は可能。但
し、車椅子用トイレが無い。

• 隣接に駐車場あり。千円で１時間まで無料（30分毎に200
円）

西友の２階

　営業時間：10:00～21:00
　入口入って左側に2階に上
がるエレベーターがありあり
ます。 

【イレブンカット】
業種：ヘアーカット

【セリア（Seria)】
業種：100円ショップ

4138【ＱＢハウス西友市ヶ尾店】
　　業種：ヘアカット 

　　営業時間：平日　10:00～20:00 
　　　　　　　　土・日・祝　9:00～19:00 
　　客席数：3席 
　　カット：１，０８０円 
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ
協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会

市ヶ尾駅周辺
公共機関の案内

市ヶ尾駅周辺編
４１

市ヶ尾駅周辺編
４２

市ヶ尾駅周辺編
４３

●4100 市ヶ尾駅と駅ビル
〔etomo〕

美
容
室
Ｃ
Ｊ
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●

フィットケアデポ（薬局）4211●

●4100 東急ストア

●4213 住吉書房（2階）
●4215 鎌倉パスタ、4214 MY SWEETS

アルファード4216●

市ヶ尾プラーザビル 4217●

クリエイトＳＤ 4218●

成城石井 4220●

●4223 ツタヤ
美容室・モリ 4226●

駐車場 4227●

ビオラ市ヶ尾
4228●

市ヶ尾駅周辺
公共機関の案内

市ヶ尾駅周辺編４１

市ヶ尾駅周辺編４３

国道２４６号線

市ヶ尾駅
バスターミナル

田園都市線
：至長津田

北

南地図は上が北です。上下、左右共に３５０ｍです。
店舗が両側に記してある道路は、北から南へ少し下っています。
路線バスがすれ違える道路で、両側に歩道があります。

市ヶ尾駅
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4207【COLOUR　JACQUES】
　　業種：美容室、年中無休
　　電話：045-973-1004

営業時間：平日・土曜：カットは、9：00
～19：00

日曜・祝日：カットは、9：00～18：00、 

パーマ・カラーは9：00～
18：00

パーマ・カラーは9：00～
17：00 

• 『低刺激の商品』を使用し、車椅子のままカットができる。
• お電話頂ければ、「市が尾駅」にお迎えに行きます。
• 店舗前に上りの６段の段差があり、注意が必要です。

田園都市線　市が尾駅前・バスターミナルへ

4211【フィットケアデポ（薬局）】
　　業種：化粧品、薬、処方箋相談窓口有り、
　　　　　　ATM が設置されています。
　　電話：045-978-5551
　　営業時間：10：00～23：00

• 入り口が自動両開きで広くてとてもよい。
• 通路が広くてとてもよい。

田園都市線　市が尾駅へ

4213【住吉書房・市ヶ尾店】
　　電話：045ｰ507ｰ9172
　　Fax.：045-507-9182 
　　定休日：なし 
　　営業時間： 
　　月曜日～土曜日：10:00～22:00 
　　日曜日・連休最終日：10:00～21:30
　　（鎌倉パスタの2階です） 

4214【MY SWEETS　エトモ市ヶ尾店】

　　人気のスイーツ店が週替わりで出店します。
　　電話：03ｰ5768ｰ7847（お客様センター）
　　Fax.： 
　　営業時間：11:00～22:00 
　　但し､最終日は19:00閉店 

2020年１月センター北＆南を更新 33 / 88 青葉バリアフリーサポート２１



4215【生麺専門鎌倉パスタ・エトモ市ヶ尾店】
　　電話：045-979-3309
　　Fax.：045-979-3308
　　営業時間：11:00～22：00(L.O：21:30）
　　総座席数：69席 
　　不定休日有り）エモト市ヶ尾に準じる） 

4216【ショッピングプラザ・アルファード・集
合店舗】
　　出店舗数：１０店 
　　営業時間：９時から入れます。閉店は店舗によります。 
　　通路：通路は広く車椅子もとうれます。 
　　その他：トイレもあります。 

4217【市ヶ尾プラーザビル】
　　出店舗数：７店 
　　出店店舗： 

• ヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室、沖歯科医院、杉原クリ
ニック、田園薬局、 東京個別指導学院、レディースクリニッ
ク市ヶ尾

• 車椅子・可

4218【クリエイトＳＤ】
　　電話：０４５－９７３－５３２０
　　営業時間：9：00～23：00 

• この辺の歩道は、街路樹があり、少し狭いところがありま
す。

• トイレは車椅子可、右側奥にあります。
• 入口はスロープがあります。
• 駐車場は1,500円買上で1時間無料。
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4220【成城石井】
　　電話：045-972-7111 
　　営業時間：10:00～23：00 

• トイレはあるが車椅子では不可
• 店内通路は広いので車椅子で通れます。
• 駐車場は1,500円買上で1時間無料。

4223【ツタヤ】
　　業種：ビデオレンタル店 
　　定休日：なし 
　　営業時間：10：00～24：00 
　　入り口段差、店内奥にも段差があります。 

4226【美容室・モリ】
　　業種：美容室 
　　電話：045-971-2536 
　　営業時間：９：００～１８：００ 
　　定休日：火曜日、第３・日月火 

4227【駐車場・＠Ｐａｒｋ】
　　業種：時間貸し駐車場 
　　営業時間：２４時間、年中無休 

• ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザの北隣にあります。
• 7:00～22:00　30分毎に100円 

4228【ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザ】
　　業種：市ヶ尾地域ケアプラザ 
　　住所：〒225-0024　横浜市青葉区市ヶ尾町２５－６ 
　　電話：０４５－３０８－７０８１ 

• １階と４階は地域ケアプラザ、２階と３階は小規模特別養護
老人ホーム

• ケアプラザとしては多目的ホール、クッキングルーム、ボラ
ンティアルーム、 研修室（２）があり、福祉保健団体やボラ
ンティア団体は無料で利用する ことができます。
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企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会

上図は、線路と平行に西側を走る、 国道２４６号を渡った向こう側の道路の南側と北側の商店街を記しています。
道路の両側に歩道がありますが、北側には点字ブロックはありません。
南側の点字ブロックは、地図の上部で左の方角へ曲がり、区役所へと続いています。

市ヶ尾駅周辺
公共機関の案内

市ヶ尾駅周辺編
４１

市ヶ尾駅周辺編
４２

市ヶ尾駅周辺編
４３

　

青葉の風

公共機関の案内
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4300【ふれあい青葉】
　　名称：青葉区福祉保健活動拠点（通称：ふれあい青葉）
　　団体名：青葉区社会福祉協議会
　　電話：045-972-8836

4353【関口金物店】
　　業種：建築、家庭金物
　　電話：045-971-4045
　　営業時間：6:30-20:00　定休日：日曜
　　住所：青葉区市ヶ尾町1162-3

創業３５年です。鋼材、農工具、品物山積みです。
店舗前は、少し坂です。

4354【サイキ・ヘアサロン】
　　業種：理容室
　　電話：045-972-5044　定休日：月、第３月・火
　　営業時間：平日9:00-19:00、日祭9:00-19:00

店舗前は、少し坂です。

4356【梅の木ケアルーム】
　　業種：ケアルーム、視力補助
　　電話：045-978-1339
　　営業時間：月、水、金、土、12:00-16:00

入り口が自動両開きで広くてとてもよい。
通路が広くてとてもよい。

4357【セキズミ薬局】
　　業種：薬局、保険調剤薬局
　　電話：045-971-2811
　　営業時間：平 9:00-19:00、木 9:00～1:00、土 9:00-17:00
　　定休日：日、祝、年末年始

入り口が自動両開きで広くてとてもよい。
日本薬剤師会基準薬局。福祉健康相談薬局。

4358【梅の木眼科医院】
　　業種：眼科医院
　　電話：045-972-4911
　　診療時間：（定休日：木、日、祝祭日）
　　月、水、金、9:30-12:30、15:00-18:00
　　　　　　火、9:30-12:30
　　　　　　土、9:30-12:30、13:00-16:00

入り口が自動両開きで広くてとてもよい。盲導犬もＯＫ。
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4311【ラーメン・濱正】
　　業種：飲食店、ラーメン専門
　　電話：045-973-3079　定休日：月曜
　　営業時間：

火～金、：12:00-14:30,18:00-02:00
土、：11:30-14:30,18:00-02:00
日、祝、：11:30-14:30,18:00-22:00
入り口が左手店舗外へ引っ張る扉です。

4312【とん平】
　　業種：飲食店、とんかつ専門
　　電話：045-973-5632
　　営業時間：11:30-14:30,17:00-21:30　定休日：水
　　住所：青葉区市ヶ尾町1170

通路が広くてとてもよい。
座敷席、テーブル、カウンター席、全合計４７席。
駐車場は店ビルの裏側にあり指定番号１２&１３　ビル横から入
る。

4313【ファミリーマート】
　　業種：コンビニエンスストア
　　電話：045-978-1738
　　営業時間：年中無休
　　住所：青葉区市ヶ尾町1170-6

入り口が自動両開きで広くてとてもよい。
通路が広くてとてもよい。
店舗内トイレあり
ATM が設置されている。

4316【店舗用専有駐車場】
　　業種：月極駐車場
　　台数：店舗専有１０台分あり

とんかつ・とん平：１２，１３
ラーメン・濱正：１５、１６
美容室・アーニマ：３４
梅の木眼科医院：１９、２０、４３、４４
歩行者に注意して、歩道上を通過してください。

4317【青葉の風】
　　業種：中途障害者地域活動センター
　　電話：045-972-6751
　　利用時間：（月-金）10:00-15:30
　　休日：土、日、祝祭日
　　住所：青葉区市ヶ尾町1170-4　ステイヒルズ１Ｆ

見学・物品の販売は常時行っております
入口は階段３段あり、スロープがない為車椅子は持ち上げる必
要があります。
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藤が丘駅周辺の全般的案内

駅周辺は、近年、駅のホーム および道が改良され、車椅子でも歩ける場所になりました。 とはいっても、やは

り全体的に藤が丘は坂の道で、 場所によっては坂自体が左右に傾いているような場所も見受けられました。

駅周辺は小売店が多く、駐車場の設備がないところがほとんどでした。

また、トイレも多目的トイレ設置のところが少ないため、 駅構内もしくは昭和大学リハビリ病院の使用が便利

です。

なお、駅前公園には一般的トイレはあります。

5101 ●5102 ●

5112～4 ●

5115 ●

5116●

● 5120～4 

5130～9 ●
5151 ●

5153 ●
5154 ●

5155 ●

5156 ●

5157 ●

● 5162
● 5163 

● 5165

昭和大学
藤が丘病院● 5166 

5172 ●

5173 ●

● 5174 

● 5175 

● 5177 

● 5178 

東急田園都市線
至：渋谷

東急田園都市線

至：長津田

北

南

地図は上下６００メートル

左右８００メートル位です

数字の上でクリックすると該当

する施設・商店の説明に移ります 

国道２４６号
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5101 藤が丘駅 東急電鉄・田園都市線・藤が丘駅

5102 青葉警察署・藤が丘駅前交番 藤が丘駅前交番

5112 ｃｏｃｏ壱番屋 カレーハウス 

5113 サンマルクカフェ藤が丘駅前店 軽食と菓子類販売 

5114 ファミリーマート藤が丘駅南口店 コンビニエンス・ストア 

5115 芝 信用金庫 銀行 

5116 駐車場 芝信用金庫駐車場、時間貸しあり 

5120 東急ストアなど サニー館とオリーブ館からなる店舗 

5121 東急ストア藤が丘店 スーパーマーケット 

5122 ウエルシア薬局・藤が丘店 薬販売、化粧品販売 

5123 ファーストキッチン 軽飲食、喫茶 

5124 Cafeレストランガスト Cafeレストラン 

5130 藤が丘ＳＣ（ショッピングセンター） 多くの店舗からなる建物、全部１階 

5131 東急リバブル 不動産の売買 

5132 写真のモリタ 写真の現像、焼付けなど 

5133 ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ（マザース） 食料品店、有機野菜販売、レストランもあり 

5136 藤が丘薬局 処方箋薬局、薬、化粧品、販売 

5138 カットマン・理容室 理容室、床屋 

5139 藤が丘ＳＣ専用駐車場 ２４時間営業、年中無休駐車場、時間貸しあり 

5151 ぴあはーと 介護施設（閉鎖し市が尾に移りました）

5153 酒のあさの 酒類販売 

5154 すき家　藤が丘駅前店 簡易食堂

5155 GｏｕｒｍｅｔＣｉｔｙ グルメシティ・横浜藤が丘店 

5156 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 藤が丘病院別館 

5157 スリープスタイル藤が丘店 西川チェーン寝具店 

5162 ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ（ファミリーマート） コンビニエンス・ストア 

5163 駐車場（昭和大学藤が丘病院） 時間貸し駐車場（病院外の方も駐車可） 

5165 昭和大学藤が丘病院 総合病院 

5166 ハックドラッグ藤が丘駅前店 薬品、化粧品販売 

5172 ジョナサン 藤が丘店 飲食店、ファミリレストラン 

5173 若野 和菓子、製造販売 

5174 理容ファミリー 理容室、床屋 

5175 ぱなぴとぴあみなとや 家電販売、ナショナルの特約店 

5177 セブンイレブン コンビニエンス・ストア 

5178 食品館あおば 食料品専門スーパーマーケット 
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5101 藤が丘駅

　《時刻表》 　《駅構内案内図》 　《東急バス案内》 

お困りの時は《サービスマネジャー》に気軽に声をおかけください。

改札は正面口と南口の二つ。正面口の左側に上り渋谷方面行き３番線に揚がるエレベーター、南口の右側に下り

中央林間方面行き１番線に揚がるエレベーターがあります。

上り渋谷方面のエレベーターは３号車の停車位置付近です。

下り中央林間方面のエレベーターは５号車の停車位置付近です。

各ホームに通じるエスカレーターもあります。

正面口（北口）側に多目的トイレが男女各一つずつあります。

正面口改札を入って右手、点字ブロックをたどっていくと、１．５メートルほどの高さのところに、 小さいで

すが、トイレについての案内板が点字付きであります。

多目的トイレの引き戸がやや重く、車椅子使用または力がないと、少し大変です。

 ホームと電車のドアとに隙間があります

藤が丘の駅は、渋谷方向から（下り）来ると線路が緩やかに右へカーブ

しています。そのため、ホームの場所によっては、ホームと電車の間が

かなり空いているため、注意が必要です。

渋谷方面から来るときは、車両の端から降りると隙間が小さいです。

渋谷方面へ行くときは、車両の中央に乗ると隙間が少ないです。

電車によっては、エレベーターから点字ブロックをたどって行ったとこ

ろの間が一番大きく空いていることもあります。

左：南口改札隣のエレベーター、　 中：南口改札、　右：南口改札隣の階段（下りホーム） 

左：正面口改札（北口）、　 中：正面口改札隣のトイレ、　右：正面口外側、右端交番 

5102 青葉警察署・藤が丘駅前交番

正面口（北口）をでて左の方向に歩くとあります。

藤が丘ショッピングセンターの左手前です。
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5112　ｃｏｃｏ（ココ）壱番屋・東急藤が丘駅前店〔カレーハウス〕

電話：０４５－９７８－５６６１
営業時間：１１：００～２４：３０　年中無休

駅の南改札口の隣りです。

雨でも濡れずに駅から入れます。

持ち帰りも出来ます。

5113　 サンマルクカフェ藤が丘駅前店〔軽食＆菓子類販売〕

電話：０４５－９７９－１３０９

営業時間：７：００～２２：００　年中無休

駅の南改札口前です。

雨でも濡れずに駅から入れます。

5114　ファミリーマート藤が丘駅南口店〔コンビニエンス・ストア〕

電話：０４５－９７８－６１２２
営業時間：24時間営業〔年中無休〕

駅の南改札口の出るとサンマルクの隣です。

雨でも濡れずに駅から入れます。

5115 芝 信用金庫・藤が丘支店〔銀行〕

電話：０４５－９７３－１４３１
営業時間：９：００～１５：００　月から金まで

駐車場：南隣の 5116 駐車場が使えます。３０分無料。

入り口段差なし。入口まで点字ブロック埋設

ＡＴＭは車椅子対応型です。

5116 駐車場・時間貸しあり

営業時間：２４時間　年中無休
場所：芝信用金庫へ向かって左側の道路沿い
使用料金：時間により違うので注意が必要です。 
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5120 東急ストア外観とフロア案内図

建物は、左：サニー館と右：オリーブ館の、２店からなる集合店舗です。

上に各フロアの案内板を示します。営業時間は各店で自由に決めています。

入口も店舗ごとにあります。大部分の店舗で車椅子でも入れます。

駐車場は屋上です。 建物の左（北）又は、右（南）の道路を登り横に曲がると駐車場の前の道路です。

東急ストア専用駐車場、朝９：００～夜１１：００まで使えます。３０分２００円、有料です。 １０００円以

上で１時間サービスがあります。

5121 東急ストア藤が丘店〔スーパーマーケット〕

電話：０４５－９７８－０１０９

営業時間：９：００～２３：００　年中無休
駐車場：屋上駐車場が使えます（身障者用有り）

盲導犬：ＯＫ

店内はゆったりとした通路がとってあります。

正面からはいると、右方向にエレベーターがあり、屋上に通じていま

す。

エレベーターで２階に上がり、薬局の奥にある多目的トイレが利用でき

ます。

屋上駐車場の利用が段差もなく便利です。（1000円以上で１時間無料)
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5122 ウエルシア藤が丘店

電話：０４５－９７８－６６０８
営業時間：９：００～２３：００　元旦休み
駐車場：屋上駐車場が使えます（2000円以上で１時間まで無料） 

この店の奥に、多目的トイレがあります。

２箇所の入り口があります。２階のデッキからは開き戸（通常は片側開

け放しているが天候によっては閉まっている）、アクア藤が丘（スポー

ツクラブ）側の道路からの入り口は自動ドアです。

盲導犬、介助犬などは入店できます。

5123 ファーストキッチン：First　Kitchen〔軽飲食〕

電話：０４５－９７３－０４５５

営業時間：９：００～２２：００　ラストオーダー：２１：４５
駐車場：屋上駐車場が使えます 

盲導犬：ＯＫ

座席数：６８

東急ストアの屋上駐車場を利用できます。 

5124 ガスト青葉藤が丘店

電話：０４５－９７８－６７６５
営業時間：８：００～２4：００

裏口のドアから廊下に出て、左手に5メートルくらいのところに、 多目

的トイレが２カ所もあります。

駐車場は、屋上駐車場と隣接するアクア藤が丘駐車場が使えますが、割

引サービ スはありません。 
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5130 藤が丘ショッピングセンター（マザーズ藤が丘店）

藤が丘駅北口をでて左に行くと、藤が丘ショッピングセンターがありま

す。

営業時間は各店で自由に決めています。

入口も店舗ごとにあります。

駐車場は、建物の西側（青葉台駅方向）にあります

下記に、左の画像の右端の案内板を示します。

5131 東急リバブル藤が丘センター（不動産の売買）

電話：０４５－９７２－３１０９
　　　　０１２０－２９４－１０９
営業時間：１０：００～１８：００

定休日：毎週水、第１．２．３火
駐車場：契約駐車場・１時間無料

盲導犬ＯＫ
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5132 写真のモリタ

電話：０４５－９７３－４５７６
営業時間：９：００～２０：００　年中無休
駐車場：契約駐車場・１、０００円以上で１時間無料

盲導犬ＯＫ

車椅子入れます

5133 ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ（マザーズ）（食料品店）

電話：０１２０－９３５－０３４

営業時間：１０：００～２０：００　年中無休（但し、１月１日～３日
休み）
駐車場：契約駐車場・１、０００円以上で１時間無料

有機農薬不使用の野菜無添加調味料、生活雑貨を扱っています

トイレありますが、バリアフリーではありません

店舗内に「喫茶＆イートインコース」あり又購入商品の飲食もできます

障害者施設の商品の販売、障害者も一諸に働いています

5136 藤が丘薬局

電話：０４５－９７３－４５８７
営業時間：９：００～１８：００（月～金）、９：００～１３：００
（土）
定休日：日曜日・祝日

各種処方箋受付けています

資生堂を扱っています

5138 カットマン（理容室）

電話：０４５－９７４－３６１９
営業時間：（平　日）８：４５～１９：１５

営業時間：（土日祝）８：３０～－１９：００
定休日：年中無休

大人整髪（約２０分）、１７５０円から

６０才以上の方、１５５０円です

5139 藤が丘ショッピングセンター専用駐車場

営業時間：２４時間営業　年中無休

ショッピングセンターで一定金額以上の買物をされた方用です・ １時間

まで無料、１時間を越えて３０分毎に２００円

その他のお客様・ １時間まで４００円、１時間を越えて３０分毎に

２００円
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5151 ぴあはーと藤が丘（介護付き有料老人ホーム）

電話：０４５－９７２－０１７２

介護付き、終身利用権方式

入居１時金、月額利用料が必要です。

閉鎖し市が尾に移転しました。電話番号に変更はありません。

5153 酒のあさの（酒類販売）

電話：０４５－９７３－３２６６

ＦＡＸ：０４５－９７１－０２５０
営業時間：１０：００～２０：００　（日・祝日休み）

全国各地の地酒があります

車椅子も入れます

5154 すき家 藤が丘駅前店

営業時間：２４時間

牛丼弁当・ウナギ弁当など２５種類のメニューがあります

丼物以外にお子様向けメニュー。朝食メニューもあります。

正面左側に車椅子ようのスロープがあります。

電子マネー利用可

店内禁煙・駐車場無し

5155 ｇｏｕｒｍｅｔＣｉｔｙ（グルメシィティ）（食料品スーパー）

電話：０４５－９７３－２７３１
営業時間：２４時間、年中無休

ダイエーのスーパーマーケットです

車椅子でも利用できます。

食料品以外の日用雑貨も少し置いてあります。

5156 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

電話：０４５－９７４－２２２１（代表）
外来診療時間：平日　８：３０～１７：００
外来診療時間：土曜　８：３０～１３：００
外来診療時間：外来はすべて予約制です。
定休日：日曜日、祝祭日、11月15日（創立記念日）、年末年始 
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5157 スリープスタイル藤が丘店 〔西川チェーン寝具店〕

電話：０４５－９７２－６４０４
営業時間：１０：００～２０：００
年中無休：（但し、年始は休み）

寝具専門店：西川寝具一式健康寝具店です

沿線にこの種の寝具店は見当たらない。

スロープはあるが急坂で車椅子の利用は難しい。

5162 ファミリー マート藤が丘駅東店（コンビニエンス　ストア）

電話：０４５－９７８－０８７０

営業時間：年中無休

車椅子入れます

2016年3月店内を拡大し改装開店

店内道路側窓下に台と椅子があり購入品の飲食が出来ます。

店外向かって右側に喫煙コーナーがあります。

5163 昭和大学・藤が丘病院・駅前駐車場

営業時間：年中無休
問い合わせ先：045ー973ー8101（昭友商事） 

一般：外来患者の方は割引パンチ制

２時間まで２００円　加算１００円／１時間

夜間料金２０時から翌朝８時まで最大１０００円

5165 昭和大学藤が丘病院

電話：０４５－９７１－１１５１（代表）
外来診療時間：平日　８：３０～１７：００

外来診療時間：土曜日８：３０～１３：００
　　　　　　　　　（第２・４は初診患者のみ）
初診受付時間：平日・土８：００～１１：００  紹介患者は１４：００
再診受付時間：平日７：００～１６：００
　　　　　　　　　土７：００～１１：００
定休日：年末年始１２月２９日～１月３日
　　　　　創立記念日　１１月１５日 

5166 ハックドラッグ藤が丘駅前店（薬・化粧品・食料・酒類販売）

電話：０４５－９７９－２２８９
営業時間：平日 ９：００～２３：００
定休日：年中無休

入口付近が薬、中程が化粧品と生活用品、奥が食料品です。

エスカレーターを使って２階に上がるとDAISO（１００円ショップ）で

す。
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5172 ジョナサン 藤が丘店（ファミリーレストラン）

電話：０４５－９７８－０５５７
営業時間：８:００～２６：００（２：００AM）
駐車場：店舗上側に専用駐車場あります

店内はかなり広いです。

トイレは、車椅子では難しいです。

5173 若野（和菓子製造販売）

電話：０４５－９７１－５６５７

営業時間：９：００～１８：００　年中無休

盲導犬：ＯＫ、自動ドアのため車いすも楽々と入れます。 

そのケースが低く出来ているので、むしろ車いすの人の方が見やすく出

来ています。 

バリアフリーは普通の事、このままでもう２０年もやっているそうで

す。

職人気質のご主人はあんこも菓子も全部手作りでやっています。 

ネットショップも開いています。

5174 理容ファミリー

電話：０４５－９７３－４６６９
住所：藤が丘１－１５－３
営業時間：９：００～１９：３０、休日９：００～１９：００
定休日：第２・３月曜・火曜

入口に小さな段差がありますが、「来店時スタッフが車椅子を押すなり

持ち上げたりしますので遠慮なく声を懸けて下さい」との事です。

駐車場は旧藤が丘消防署の裏の大規模駐車場内の４３番と４７番の２か

所です。（お店との距離は約３０m、無料です）

理容ファミリー・入り口の
真

5175 パナピットピアみなとや（家電販売）

電話：０４５－９７３－５２２９
営業時間：１０：００～２０：００　水曜日定休日

パナソニックの特約店の電気屋さん。青葉区なら配達も可。 

入り口には段差はありません。 

当店買い上げ品に限り、修理いたします。 
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5177 セブンイレブン（コンビニエンス・ストア）

電話：０４５－９７３－４７１１
営業時間：２４時間、年中無休

入り口は段差なく、ドアは引き戸であけやすい。 

数台分の駐車スペースがあります。 

１階の右側には歯科医院、2階には小児科医院があります 

5178 食品館あおば 藤が丘店（食品スーパーマーケット）

電話：０４５－９７８－１２１１

営業時間：１０：００～２０．００、年中無休

食品専門スーパーマーケットです

通路は狭いところもありますが車椅子も入れます

屋上に駐車場が有り、エレベーターを利用できます。

入り口は狭く急坂もあり要注意です。
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
　　　企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

【案内】
• 青葉台駅及び駅の南側を紹介しています。＜西側>及び＜北側＞

01 青葉台駅 青葉台駅の案内

02 青葉台東急スクエア 多彩な店舗及び住宅の入った複合ビル集合体

03 エディオン・青葉台東急スクエア店 Southｰ1本館4階　家電製品パソコンなど
04 青葉台フォーラム ホテル　＆　レストラン

05 医王堂薬局 漢方薬

010 青葉台駅
《時刻表》《駅構内案内図》《東急バス時刻表案内》《横浜市営バス時刻表案内》《青
葉台駅発バス案内》

• お困りの時は駅係員に気軽に声をおかけください。
• ホームの中ほどにエレベーターが有ります。
• 車椅子でも通れる幅の広い改札が有ります。
• 長津田方面のホームからは直接横浜銀行を経てSouth-1へ行けます。
• 駅舎の屋上は有料駐車場となっており、東急スクエアSouth-2と隣りあっています。
• 構内に多目的トイレがあります。－男女兼用で、一つ。（感想：とてもきれいだった。）
• バスターミナルに車椅子用のトイレが有ります。
－このトイレは、青葉台駅ではなく、市が管理しています。－男女それぞれあります。

0102

03

04

05

数字の上でクリックすると該当する
施設・商店の説明に移ります。
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02 青葉台東急スクエア
• 青葉台東急スクエアは、South-1、South-2、Nouth-1、Nouth-2、Nouth-3、Nouth-4、の建物
から構成され、それそれが高層建物で、多くの出店舗があります。

• 下図は、青葉台駅のホームから階段を下り、改札口をでて、ほぼ正面左にある案内図です。
地図は右が北です。

• 改札口をでてすぐ左は South-2 の入り口です。

• South－１本館２階および３階のトイレ：一般タイプのトイレの中に、広めのトイレがあり
ます。入り口が、狭いので、電動車椅子は無理のようです。
男子トイレの排水は、押しボタン式で、女子トイレは、センサー式です。
男子トイレの広めのトイレは、自動式の引き戸ですが常に開く方向へ動くので片手だけでは
施錠することができません。ご注意ください。

• South－１本館地下３階駐車場のエレベーターホールにあるトイレは、普通の多目的トイレと
同じ広さで、車椅子でも入ることができ、手すりもついていて、十分使用可能。

• 追記事項：
エスカレータはアプローチ (平らな部分) が短い古いタイプなので、足元がおぼつかない人な
どは、上昇・下降とも、十分気をつけないと危険です。
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03 ４F　エディオン・青葉台東急スクエア店
場所：青葉台東急スクエア South-1 本館４Ｆ
電話：０４５－９８８－１４００
営業時間：１０：００～２０：００
店定休日：東急スクエア休館日に準じる。

• 通路の幅が広くて、歩きやすい。
• 秋葉原に行かなくても、いいね。
• 駐車場完備
• トイレはエスカレーターから上がり左側奥にある。

04 青葉台フォーラム　ホテル、レストラン
ＵＲＬ；青葉台フォーラム
電話：０４５－９８５－２１０９
Fax.:０４５－９８５－２１０８
営業時間：年中無休　24時間
レストラン営業時間は
７：００～１０：００　（宿泊者のみ）
１１：００～２３：００　（ラストオーダー２２：００）

駐車場：立体駐車場28台（車高155センチ以下まで）
盲導犬　OK 

• 宿泊：シングル税込￥10,800（宿泊のみ）から

05 漢方煎じ薬の医王堂薬局
URL:http://www.ioudou.co.jp/
電話：０４５－９８４－３２４７
営業時間：９：３０～１９：３０
　　　　　休日は日曜日、祝日、正月３日
駐車場　あり（２台）(駐車場は店舗隣)、盲導犬　OK 

• 健康相談や症状などを伺い、自分だけに合った漢方薬の調合
をします。

• 生薬は産地からこだわった本物を使用しております。手間は
掛かりますが、煎じる漢方薬は即効性もあります。
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
　　　企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

【案内】
• 青葉台駅の西側を紹介しています。＜南側＞及び＜北側＞

01 ほっぷ 青葉区障がい者後見的支援室

02 とりたつ 焼き鳥もちかえり

03 ＩＭＡＧＥ－Ａ（イメージア） 美容院（車椅子で入れる）

04 成城石井 食品スーパー（高級嗜好）

05 セイジョー ドラッグストア（入口狭い）

06 明治屋ストアー青葉台店 食品スーパー

07 ＪＯＹＳＯＵＮＤ カラオケ：アレックスビル　２階

11 ＳＡＮＳＨＯ ケーキ・パン食材店

12 青葉台地域ケアプラザ 福祉活動拠点

13 青葉台香港亭 中華料理店〔地図上では欄外〕

14 青葉台ほうさい殿 斎場

15 村林金物店 昔ながらのお店

16 パルテ青葉台（商業ビル） 1階：アオキ、YaMaYa、HAC
2階：かまどか､土間土間、すみれ
3階：コート・ダジュール

17 大戸屋ごはん処 ケンプラザ青葉台ビル　2階
18 上島珈琲店 ケンプラザ青葉台ビル　1階＆2階

01

02 03 04 05 06 07

11

12

14 15 16 17 18

数字の上でクリックすると該当する
施設・商店の説明に移ります。
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01 ほっぷ　〔青葉区障がい者後見的支援室〕

運営：社会福祉法人ル・プリ
住所：横浜市青葉区松風台1-25
電話：045-532-3110 FAX：045-532-3240
営業時間：９：００～１７：００
定休日：土･日・祭＆年末年始

•

02 とりたつ　〔焼き鳥持ち帰り〕　

電話：045ｰ984ｰ2913
住所：青葉区榎が丘２６－２３
営業時間：１２：３０～２０：００
定休日：月曜日、第2・第4火曜日

• 車椅子の方には店の者が手渡しで品物をお渡しします。
• 人気だったコロッケは販売中止

03 ＩＭＡＧＥ－Ａ（イメージア）　〔美容院〕

電話：045-982-0680
住所：神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6-15
営業時間：９：００～２１：００＋
年中無休　但し年始の2日間を除く
駐車場：提携駐車場有り、駐車券を受付に提示

• 車椅子利用可
• 予約はHotpepperで

04 成城石井　青葉台店

電話：045ｰ982ｰ6661
営業時間：１０：００～２３：００
駐車場：1500円以上のお買い上げで1時間無料

• 食品スーパー。輸入物に強く、珍しいものが並んでいる。
• レジ通路は車椅子では通過が困難なので車椅子のかたは別の
レジで会計ができます。店内は歩きやすい。

• 駐車場は屋内２階フロアー、売り場まではエレベーターを使
用。駐車場入口は裏通りです。

• トイレは右側の奥にあります。

05 くすりセイジョー青葉台二番店

電話：045-989-4337
取扱品目：医薬品、化粧品、ベビー用品、医療･介護用品、
生活用品、食料品、お酒
営業時間：１０：００～２１：００
年中無休　
駐車場：無し
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06 明治屋ストアー青葉台ストアー

電話：045ｰ989ｰ3838
営業時間：１０：００～２１：００（日・祭は20:00まで）
年中無休　但し元旦を除く
駐車場：1地下1階36台但し他テナントと共同利用

• 盲導犬ＯＫ
• トイレは入口中央の奥。職員用と共同利用、車椅子不可
• 駐車場は屋内２階フロアー、駐車場入口は裏通りです。売り
場へはエレベーターを使用。

07 ＪＯＹＳＯＵＮＤ青葉台店

場所：青葉台駅西側アレックスビル２階
電話：045-989-4520
営業形態：カラオケボックス　マイク：４本以上
営業時間：１１：００～翌６：００
年中無休　
駐車場：無し

11 ＳＡＮＳＨＯ（茶乃菓）

住所：横浜市青葉区青葉台2-7-8
電話： 045-981-0503 
営業時間：１０：００0～２０：００
定休日：毎週水曜日

• ケーキ・パンの食材・機器も豊富
• 見るだけでも楽しいお店に変身
• デコレーションケーキを手作りする方へ御注文によりスポン
ジ台焼きます。

12 青葉台地域ケアプラザ〔運営：試行会〕

住所：横浜市青葉区青葉台2丁目8-22
電話： 045-988-0222 FAX：045-985-1588
営業時間：月曜日～土曜日　９：００～２１：００
事業に依って営業時間が異なりますのでご注意下さい
休日：年末年始

• あおば地域活動ホーム　すてっぷ
• 一時ケア・ショートステイ
• 余暇活動支援・おもちゃ文庫
• パン工房くるみの自家製パン販売
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13 青葉台香港亭

住所：横浜市青葉区青葉台13-3 アグリヒル青葉台1F
電話： 045-983-5640 
営業時間：全日11:30～24：00　但し、元旦は休み

• 上記地図上の〔02〕と〔03〕の間の道路を下側に向かって約
140m進行方向に向かって右側

• 入口に段差有り

14 青葉台ほうさい殿

住所：横浜市青葉区青葉台2-7-10
電話： 045-988-7676 FAX：045-988-7680 
利用申込は0120-20-7676（年中無休／24時間受付）
駐車場：完備

• 宗教・宗派を問わず。
• 宿泊可能な遺族控室、浴室、洗面所も完備

15 村林金物店

住所：横浜市青葉区青葉台2-7-1 
電話：045-981-8585 

• 昔ながらのお店、ホームセンターでは売ってない物が見つか
るかも。

16 パルテ青葉台（商業ビル）全店舗表示板

1階　メンズプラザ・アオキ
場所：パルテ青葉台　1階西側
電話：045-989-0188 
営業時間：平日：10:00～20:00 土日・祝日：10:00～20:00 
駐車場：提携駐車場有り

• フォーマルスーツからシャツまで、婦人用も有ります。

1階　ＹａＭａＹａ（やまや）
場所：パルテ青葉台　1階中
電話：045-988-0161 
営業時間：10:00～22:00
駐車場：提携駐車場 1000円以上お買い上げで1時間無料

• 酒、食材（おつまみ）が品数多く揃っています。
• 入口2箇所でスロープ有り車椅子ＯＫ。
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1階　ハックドラッグ青葉台パルテ店
場所：パルテ青葉台　1階東側
電話：045-988-1189 
電話：045-988-1112（調剤専用）
営業時間：09:00 - 23:00　調剤は20時まで
調剤は日･祭日は休み

２階　居酒屋

かまどか青葉台店 土間土間青葉台店 すみれ青葉台店
居酒屋
電話：045-989-1429

居酒屋
電話：045-988-1529 

焼き鳥
電話：045-989-0229 

３階　

コート･ダジュール青葉台駅前店
カラオケ
電話：045-989-4188

17 大戸屋ごはん処　青葉台店

場所：ケンプラザビル２階
電話：045-985-0816 
営業時間：11:00～23:00（L.O.22:30）

• おいしいだけでなく、からだにもうれしいごはんを作りた
い。

• 大戸屋では素材を厳選し、ひとつひとつ丁寧に手作りしてい
ます。

18 上島珈琲店　青葉台店

場所：ケンプラザビル１＆２階
電話：045-988-0141 
営業時間：7:30～22:00
定休日：なし

• 1F 41席(禁煙：26席、喫煙：15席)
• 2F 65席(禁煙：51席、喫煙：14席)。
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
　　　企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

【案内】
• 青葉台駅の北側を紹介しています。＜南側＞及び＜西側＞

01 上島珈琲店 ケンビル１＆２階

02 ミスタードーナツ 軽食

03 ファミリーマート青葉台駅前店 コンビニエンスストア

04 松屋　青葉台店 24時間営業　食堂
05 hair ＆ make Ｙ２１ 美容院

06 おかしのまちおか 菓子店

07 松乃家 食堂

08 日高屋 熱烈中華食堂

09 ケンタッキーフライドチキン〔KFC〕 軽食

10 ハックドラッグ青葉台店〔HAC〕 ドラグストア店

11 日本調剤青葉台薬局 調剤薬局

12 セブンイレブン コンビニエンスストアー

13 洋服の青山　横浜青葉台店 洋服チェーン店　

14 ラーメン花月嵐青葉台駅前店 ラーメン店

15 やよい軒　青葉台店 和定食食堂

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

1415

数字の上でクリックすると該当する
施設・商店の説明に移ります。
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01 上島珈琲店　青葉台店

場所：ケンプラザビル１＆２階
電話：045-988-0141 
営業時間：7:30～22:30
定休日：なし

• 1F 41席(禁煙：26席、喫煙：15席)
• 2F 65席(禁煙：51席、喫煙：14席)。

02 ミスタードーナツ　青葉台ショップ

電話：045-981-8142 
営業時間：年中無休　24時間
営業時間：07:00～24:00 
駐車場：なし

• 店の前に自転車有り入りづらい。

03 ファミリーマート青葉台駅前店

住所：神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－１８
電話：045-988-5750 
営業時間：24時間
駐車場：なし

•

04 松屋　青葉台店

場所：青葉台ハイツ1F 
電話：045-989-4612 
営業時間：24時間営業
駐車場：なし

• 牛丼あります。
• テーブル席あります。Suica使えます。
• 入口に段差有り歩道より下がってます、要注意。

05 hair ＆ make Ｙ２１　〔美容院〕
住所：横浜市青葉区青葉台2-9-17 
電話：045-989-3703 
営業時間：月曜＆土曜　９：００　～　２１：００
　　　　　日曜日・祝日　９：００　～　１９：００
駐車場：なし

• 予約優先制、予約無しでも利用可
• 整骨院もあります
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06 おかしのまちおか

住所：横浜市青葉区青葉台2-9-16 
電話：045-971-8786 
通常営業時間：１０：００　～　２１：００
駐車場：なし

• お菓子の種類が豊富です
• 入口にスロープ有り

07 とんかつ松乃家

場所：青葉台フラワービル
電話：045-988-2305 
営業時間：5：00～翌2：00 
駐車場：なし

• 庶民的価格が売りです。
• 持ち帰りできます。
• 段差あります。

08 日高屋　青葉台店

場所：青葉台フラワービル
電話：045-989-1761 
営業時間：10:00～24:00閉店(金は深夜1:00閉店)
　　祝・日は23：00閉店
駐車場：なし

•

09 ケンタッキーフライドチキン（ＫＦＣ）

住所：横浜市青葉区青葉台2-9-14 
電話：045-988-1055 FAX：045-988-1056
デリバリー専用電話：045-981-2929 
営業時間：10:00-22:00 
駐車場：なし

10 ハックドラッグ青葉台店（HAC）
住所：横浜市青葉区青葉台 2-9-10 
電話：045-989-1389 FAX：045-989-1382
調剤専用電話：045-989-1381 FAX：045-989-1387 
営業時間：月～土　9:00～20:00
　　　　　日･祭　10：00～19：00 
駐車場：なし

2020年１月センター北＆南を更新 61 / 88 青葉バリアフリーサポート２１



11 日本調剤青葉台薬局

住所：横浜市青葉区青葉台2-10-1 
電話：045-989-2271 FAX：045-989-2272
フリーFAX(処方せん受付)：0120-45-4612 
営業時間：月～金　9：00～19：30
　　　　　土　9：00～18：00
定休日：日祝日
駐車場：なし

12 セブン・イレブン　横浜青葉台駅前店

住所：横浜市青葉区青葉台２－１０－２０
電話：045-984-3176
営業時間：24時間
駐車場：なし

• 入口にスロープ有り

13 洋服の青山　横浜青葉台店

住所：横浜市青葉区青葉台2ｰ10ｰ17 
電話：045-985-3513
通常営業時間：10：00～20：00
定休日：年中無休
駐車場：有り

• 2階は100円ショップ：DAISO
• 入口にスロープ有り

14 ラーメン花月嵐　青葉台駅前店

住所：横浜市青葉区青葉台1-14-1 
電話：045-984-0688
営業時間：11:00～26:00（翌2：00）
駐車場：なし

• 座席20席、入口が狭い。
• 入口にスロープ有り

15　やよい軒　青葉台店
住所：青葉区青葉台１－１４－１第２青葉台ビル１Ｆ
電話：045-988-0522
営業時間：10:00～24:00 (ラストオーダー23:30)
駐車場：なし

• お子様メニューもあります。
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企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

本事業は 横浜市青葉区社会福祉協議会の共済事業として実施しております

【案内】
桂台２丁目バス停留所は青葉台駅より東急バスではおよそ５分のところにあります。
この地域では、若草台地区センターとサンドラック若草店に多目的トイレがあります。

01 空欄

02 いなげや スーパーマーケット

03 横浜市若草台地区センター 市営公共施設

04 サンクス コンビニエンス・ストア

05 せんざん本店 飲食店・海鮮茶屋、喫茶

06 サンドラック若草店 クスリ＋化粧品

07 ダイマル水産横浜青葉店 回転寿司店

０２ 　【いなげや　横浜桂台店】
　　　電話：０４５－９６１－１７５１
　　　ＦＡＸ：０４５－９６０－１１７８
　　　ＵＲＬ： http://www.inageya.co.jp
　　　営業時間：１０：００－２２：００　　年中無休
　　　駐車場：店舗前と店舗横にあり　５０台

障害者専用駐車場有り。
店内は通路が広く、品物も取りやすい。
お声を掛けていただければ、店員がお手伝いもします。

01
02

03

04

05

0607

数字の上でクリックすると該当する

施設・商店の説明に移ります。
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０３ 　【横浜市若草台地区センター】
　　　電話：０４５－９６１－０８１１
　　　ＦＡＸ：０４５－９６１－１６３２
　　　開館時間：月～土 ９：００－２１：００
　　　　　　　　　　祭・日 ９：００－１７：００
　　　休館日：毎月 第二月曜日（祝日にあたる時は翌平日）
　　　年末年始（１２月２８日～１月４日）
　　　駐車場：障害者用２台、一般用２５台あり

図書コーナー、プレイルーム、体育室、娯楽コーナー（囲碁、将棋
など）、会議室、グループ室（勉強用）など利用可。
図書スペースには子供の本５０００冊、大人の本５０００冊。
設置場所が高くて届かないところは、スタッフに言えばとってくれ
ます。
体育室は、個人利用または団体利用可。ただし、利用区分あり。
更衣室は、介護者がいれば入れます。
エレベーターはアナウンスつきです。
多目的トイレあり。正面入り口を入って受付の前、エレベーター
脇。
おむつ交換台が１，２階にあります。（１階はトイレ内）
二階には階段の非常口あります。

０４ 　【サンクス 青葉若草台店】
　　　電話番号：０４５－９６２－５０９１
　　　営業時間：２４時間、年中無休
　　　駐車場：店舗前に１２台、２輪車置き場もあります

店内は広く、商品棚の間の通路も広くて車椅子で充分通れます。
トイレがありますが、多目的トイレではありません。
食品、酒類、雑誌、切手、はがきなど品揃えも多数あり コンサー
トチケット等の購入もでき便利です。
盲導犬の入店可。

０５　【海鮮茶屋・せんざん】
　　　住所：横浜市青葉区若草台１７－６０
　　　電話：０４５－９６３－１００３
　　　ＦＡＸ：０４５－９６０－６１８３
　　　営業時間：１１：３０－２２：３０　休日：元旦

広い駐車場から段差無く店内へ入れます。
入り口に２段の階段がありますが、その横にスロープがありま
す。
トイレには段差があります。
椅子席もあり、車椅子も入れます。

０６ 　【サンドラック若草店】
　　　住所：横浜市青葉区若草台１７－１
　　　電話：045-960-0246
　　　営業時間：10:00～22:00　年中無休

盲導犬OK
駐車場：大型駐車場あり
自動ドア

０７ 　【ダイマル水産横浜青葉店】
　　　住所：横浜市青葉区桂台１－２１－１０
　　　電話：045-532-6667
　　　営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー：21:30）

駐車場あり。
車椅子も入れます。
トイレ：車椅子ＯＫ
自動ドア
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会

7100　【田奈駅】
《時刻表》 《駅構内案内》 《東急バス時刻表案内》

• お困りの時は《サービス介助士に気軽に声をおかけください。
• 駅員全員が社内資格のサービス介助士を取得しています。
• 切符売り場：位置が低く切符が購入しやすい。点字対応。
• ホームへの昇降：改札口を入ると右手に渋谷行き、 左手に長

津田行きのホームへのエレベーターがある。
• トイレ：改札口を入ると、右手に女性用と男性用のトイレが並

んでる。 洋式和式が各１個、和式は右側にＬ字手すりがあり、 
洋式（多機能トイレ）は車椅子での使用ができる。

• 洋式のトイレ内部は広く手すりがあり、洗浄ボタンも大きく（点
字標識あり） 判りやすい。

• オムツ替えシート、ベビーチェアもあります。

●田奈駅 7100

セリーヌ洋菓子店 7101●

デニーズ 7103● ●ローソン横浜田奈駅 7104

交番 7105●

区民交流センター 7106●

田奈東急ストア 7107●

フィットケア・デポ田奈東急店 7109●

●7111 フードワン

至、青葉台、渋谷

至、長津田
画面は、横約８００ｍ、縦約４００ｍです。
地図の方位を見るには４５度右へ回転してください。

北

南

国道２４６号
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7101　【フランス菓子セリーヌ洋菓子店】
電話：045-983-8875

　　　定休日：火曜日 
　　　営業時間　午前１０時～午後１０時 

• 特徴：多くの種類の洋菓子があります。
• 店長さんは「クッキーに力を入れています」と、笑顔がやさし

い。
• ドア：自動

7103　【レストラン・デニーズ】
電話：045-983-8886　FAX：045-983-8886

　　　営業時間：７：００～２４：００ 

• 入り口前の階段左横に手すりあり
• 点字メニューあり
• 店内奥にあるトイレは比較的広く、車椅子も可
• 「入り口で店員に声をかけていただければ、お手伝いします」

と店長さん
• 入口ドア：開き戸（人力で押すまたは引くタイプ）
• 駐車場：あり（30台）

7104　【ローソン横浜田奈店】
電話：045-983-1530

　　　営業時間：24時間営業 

• 駅前の信号（交通弱者用押しボタンあり）を渡るとローソン横
浜田奈店がある。

• 出入口には段差がなく、車椅子でも入りやすいお店。
• 入口ドア：開き戸（人力で押すまたは引くタイプ）

7105　【神奈川県青葉警察署田奈駅前交番】

7106　【区民交流センター（田奈ステーション）】

横浜市青葉国際交流ラウンジ
　　電話：045-989-5265 

• 開館時間：午前９時～午後９時（月～土）
　　　　　　　午前９時～午後５時（日・祝）

• 休館日：毎月第４日曜日、年末年始
• 外国人市民を支援するために情報提供したり相談・問い合わ

せに応じている。 
• ミーティングコーナー等があり
• 市立図書館で借りた図書は窓口で返却可能。
• １Fに多目的トイレあり。
• 駅の改札を出て左奥に区民交流センターがある。
• 改札を出てから、区民交流センターロビーまで点字ブロックあ

り。段差なし。
• 駐車場がない為（隣接地に民間有料駐車場あり） 電車・バス

をご利用ください。
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7107　【田奈東急ストア店】　電話：045-989-0109
　　　営業時間　午前９時～午後９時 

• 車椅子で利用しているかたもあり、手が届かない品物は声をかけてもらえれば 対応するよう
に店員には指導している、と店長さん。

• 購入した品物をレジ袋にいれるのも声をかければ対応します。
• 店内の通路が広く、ショッピングしやすい。
• ２階へエレベーターを利用して上がれば、多目的トイレの使用ができる。
• 入口ドア:自動
• 駐車場は２０００円以上のお買い上げで１２０分まで無料 

出店店舗：7109　 【フィット・ケア・デポ Ｆit Ｃare DEPOT】
電話： ０４５-９８９-００１１

　　　営業時間　午前１０時～午後１０時 

• 東急ストア店内左からエレベーターで上がると ２階がフィット・
ケア・デポになっている。

• 広い階段があり、てすりがついている。エスカレーターも上下あ
る。

• トイレが２階にあり、多目的トイレもある。
• 店内の通路の幅は広い。
• 取り扱い品目は、薬、化粧品、ベビー用品、ペット用品、洗剤な

どの日用雑貨、 靴下など下着、文房具、酒、飲料水、お菓子、
米、雑誌、コピーなど多種。

• 入口と出口が決まっていて、出口のそばにレジがある。
• 入り口と出口は、共にエレベーターの近くにある。
• 入口ドア:自動
• 駐車場は２０００円以上のお買い上げで１２０分まで無料 
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7111　【ＦＯＯＤ　ＯＮＥ（フードワン）、スーパーマーケット】
電話： ０４５-９８４-４６９１
出店店舗：パシオス（衣料品）およびダイソー田奈店

　　　営業時間　午前１０時～午後９時 

• 大きな駐車場（数十台）が裏側にあり、駐車場から入り口に向って左右にスロープがありま
す。

• 右のスロープを下がると１階の食料品売場へ行かれます。
• 左のスロープを上がると２階の売場へ直行できます。
• ２階部分には、パシオス（衣料品）とダイソー（１００円ショップ）があります。
• 店内にはエレベーターは有りません。
• １階には多目的トイレがあります。
• 入口ドア:自動
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   ホーム  >  バリアフリーマップ  >  こどもの国・周辺 

あおばバリアフリーマップ・こどもの国駅および周辺編 （印刷用PDF）

企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会
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(1)　こどもの国駅   詳細は次頁

こどもの国駅は、東急田園都市線、ＪＲ横浜線
の長津田乗換え、こどもの国線（７分）終点で
す。進行方法へ進むと改札口があります。駅
のホームの右隣に広い駐車場があります。駐
車場の入り口は北の方向にあり、こどもの国
は駐車場入り口の道路を隔てた反対側です。
改札口を出て並木の中を直進して、横断歩道
橋を渡るとすぐ下に子供の国の入り口が見え
ます。駅から歩いて５分です。車椅子はスロー
プを上って行けます。

（2）　こどもの国   詳細は次頁

場所：こどもの国駅から北へ徒歩５分
住所：横浜市青葉区奈良 ７００
営業時間：９：３０から１６：３０まで
　　　　　　　７，８月は１７：００まで
電話：０４５－９６１－２１１１
休園：毎週水曜日 （但し、祭日の場合は
オープン）

こどもの国入り口は、駅から直進で２分です。
道路の横断は歩道橋の階段あるいはスロープ
を利用して下さい。車で車椅子利用の場合は
事前に連絡すれば公園入口で乗降可能です。

（3）　スリーエフ　こどもの国駅前店

場所：こどもの国駅改札
住所：横浜市青葉区奈良町９９４－１
営業時間：２４時間　年中無休
電話：０４５－９６０－０５１５

こども国駅改札を出てすぐ。
店内は空間や通路が広い。休日にはお弁当や
お茶類を買い込む家族客でごったがえしてい
る。
ドアは両開き（人力で押す・引くタイプ）
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　２F駅側より階段で上がる

金子園（食堂）
ＴＥＬ：０４５－９６１－７０３２
営業時間：１１：００-２０：００
毎週水曜日休み
片手タッチパネル自動ドア

（4）　プリマベーラ参番館

場所：こどもの国改札を出て左側すぐ
住所：横浜市青葉区奈良５－１－１０
※テナントが多数入っています。

　１Ｆ駅側より

こどもの国薬局（調剤薬局）
ＴＥＬ：０４５－９６１－１７７７
段差少しあり、片手タッチパネル自動ドア
営業時間：月・火・水・金 9：:00～12：30
　　　　　　　　　　　　　　　15：00～19：00
　　　　　　　土 9：00～12：00
　　　　　　　　　14：00～17：00
休店日：日・祭・木
こどもの国歯科
ＴＥＬ：０４５－９６２－０１０１
段差少しあり、片手タッチパネル自動ドア
営業時間：9：00～13：00、14:30～20:00
休診日：木と祭日の午後
こどもの国整形外科　整形外科、理学診
療科
ＴＥＬ：０４５－９６１－３３３５
段差少しあり、片手タッチパネル自動ドア
営業時間：月・火・水・金 9：:00～12：30
　　　　　　　　　　　　　　　15：00～19：00
　　　　　　　土 9：00～12：00
　　　　　　　　　14：00～17：00
休診日：日・祭・木

　２F駅側より階段で上がる

ユニバーサルケア介護保険センター
ＴＥＬ：０４５－９６１－１１６６　
ＦＡＸ：０４５－９６０－０８３０
営業時間：9：00～17：00
土・日・祭は休み
ドアは開き戸（人力で押す引くタイプ） ※
ＡＢＳ２１施設紹介に掲載中

（5）　青葉メゾン

　障害福祉サービス事業所
　青葉メゾン
　こどもの国ワークステーション

場所：プリマベーラ三番館隣
住所：横浜市青葉区奈良5-1-17
電話：０４５－９６０－００７０
営業時間：9：00～17：00
土・日・祭は休み
ドアはタッチパネル自動、入口段差無
し
関連施設紹介
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（6）　スーパー・三和   詳細は次頁

場所：こどもの国駅から西へ徒歩５分
住所：横浜市青葉区奈良 １－２－１
営業時間：１０：００から２１：００まで
土・日・祭は９：００～２１：００
電話：０４５－９６２－７７５５

駅を出て左へ曲がると正面に少し高くなったと
ころに「ＷＡＯ」という文字が見えます。これが
「スーパー三和」です。店内には多くの出店舗
があります。駐車場は屋上も含めて、６ヶ所あ
ります。

アトリエ・木の実
鴨志田第２ビル２Ｆ
電話：０４５－９６１－８７６０
営業時間：９：００～１６：００
定休日：土・日・祭 ２Ｆへは階段のみで
エレベータはありません。
見た人が、微笑み、こころを癒される手
工芸品（刺し子・木工製 品等）を障害の
ある方が製作販売しております。
丁寧な仕事でリピーターが多く、人気が
あります。
ドアは開き戸（左右スライド式）

（7）　鴨志田第二ビル

場所：こどもの国駅から西へ徒歩５分
住所：横浜市青葉区奈良１－２２－１
※アトリエ木の実ほか、理容室、美容
室、八百屋がテナントしてはいっていま
す。

ブルーム（美容院）
TEL：０４５－９６１－３６６２
営業時間：９：３０～１９：００
定休日：火曜日
段差有、ドアは人力で押すか引くタイプ
Men's　Salon　１３６（理容院）
TEL：０４５－９６１－０１３６
営業時間：９：００～１９：００(平日）
土・日・祭は８：３０～１９：００
段差有、ドアは人力で押すか引くタイプ
ヤサイのナイトウ
三和より種類が豊富で安いかも 道路面
は商品ははみ出しており、歩行には 注
意が必要。

（8）　Ｐａｎａｄｅｒｉａ　Ｓｉｅｓｔａ
　パナデリアシエスタ （パン屋）

場所：こどもの国駅三和の横を通り過
ぎ、交差点を右に曲がる。
駅から徒歩７分 近藤歯科並び
住所：横浜市青葉区奈良５－４－１
電話：０４５－９６３－５５６７
営業時間：７：００～１８：３０
定休日：月曜日

入り口は一人が通れる程度の片手ドア、店内
も３人でいっぱいになる。店員さんが欲しいパ
ンを取ってくれる方式。
パンは格別に美味しく、また、どの店員さんも
対応が大変柔らかくて、明るい。
テラスでパンを頂くことも可能です。

2020年１月センター北＆南を更新 72 / 88 青葉バリアフリーサポート２１



   ホーム  >  バリアフリーマップ  >  こどもの国・周辺  >  ①こどもの国駅

あおばバリアフリーマップ・こどもの国駅および周辺編・９０－２

  （1）　こどもの国駅

こどもの国駅は、東急田園都市線、ＪＲ横浜線の長津田乗換え、こどもの国線（７分）終点で
す。進行方法へ進むと改札口があります。駅のホームの右隣に広い駐車場があります。上
の画像では左側が駐車場です。これはこどもの国へ行く人の駐車場です。駐車場の入り口
は北の方向にあり、こどもの国は駐車場入り口の道路を隔てた反対側です。
改札口を出て並木の中を直進して、横断歩道橋を渡るとすぐ下に入り口が見えます。駅から
歩いて３分です。車椅子でも行かれます。
画像上は、こどもの国駅をこどもの国方向から見たもの。
画像下は、こどもの国駅の時刻表です。始発駅で長津田駅間を往復しています。
東京急行の鉄道情報　時刻表へのリンク：
【こどもの国線-こどもの国駅】長津田方面時刻表  駅構内案内図
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   ホーム  >  バリアフリーマップ  >  こどもの国・周辺  >  ②こどもの国

あおばバリアフリーマップ・こどもの国駅および周辺編・９０－３

  （2）　こどもの国

場所：こどもの国駅から北へ徒歩２分
住所：横浜市青葉区奈良 ７００
営業時間：９：００から１６：３０まで（※７、８月は１７．００まで）
電話：０４５－９６１－２１１１
休園：毎週水曜日
入園料：大人￥６００－、小中学生￥２００－、幼児（３歳以上）￥１００－、２歳まで無料
障がい者優遇：車椅子無料、入園料半額（手帳提示要）
URL：http://www.kodomonokuni.org/

こどもの国入り口は、横断歩道橋の上からは上の画像の様に見えます。
園内は食堂１ヶ所、スナックコーナー1ヶ所があります。
上の画像の左上は橋です。橋の上から下を覗くと下の画像の庭園が見えます。
庭園の先には、夏に賑わうプールもあります。
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園内には、白鳥の湖もあり、足こぎのボートで湖水内を移動できます。

こどもの国・園内地図・１日で全部を見るのは大変です
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   ホーム  >  バリアフリーマップ  >  こどもの国・周辺  >  ③スーパー・三和

あおばバリアフリーマップ・こどもの国駅および周辺編・９０－４

  （6）　スーパー三和

場所：こどもの国駅から西へ徒歩２分
住所：横浜市青葉区奈良 １－２－１
営業時間：１０：００から２１：００まで
電話：０４５－９６２－７７５５
URL：http://www.heartful-sanwa.co.jp

こどもの国駅を出て左へ曲がると正面に少し高くなったところに「ＷＡＯ」という文字が見えま
す。これが「スーパー三和」の建物です。画像下は、正面入り口です。
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１Ｆ

店内には多くの出店舗
があり

ゲームコーナー
歯科医院
手芸トーカイ
薬屋
銀行
などあります。

無論、一階の大部分は
スーパー三和です。

駐車場は屋上も含めて、
６ヶ所あります。
店内は通路も広く、エレ
ベーター、エスカレー
ター完備です。障害者用
のトイレもあります。

２Ｆ
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お問い合わせは「アトリエ・木の実」へ 

場所：横浜市青葉区奈良町１－２２－１第２鴨志田ビル 

徒歩：子供の国線、こどもの国駅から西へ2分 

電話：０４５－９６１－８７６０  
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会

【横浜市営地下鉄　センター北駅】 《構内案内》 《地下鉄ブルーライン時刻表（あざみ野方
面）》 《地下鉄ブルーライン時刻表（湘南台方面）》 《地下鉄グリーンライン時刻表（日吉方面）》
《地下鉄グリーンライン時刻表（中山方面）》

《東急バス乗り場案内＆時刻表》
　駅改札口は3階に位置し、ホームは２階でエレベーターとエスカレーターが設置されています。
　また、地上（１階）と３階との間を結ぶエレベーターとエスカレーターがあります。

グリンライン：１番線が中山方面行き､２番線が日吉方面行き。
ブルーライン：３番線が横浜、湘南台方面行き、４番線があざみ野方面行き。 

トイレ； 改札口を直進すると、男女別および車椅子対応トイレがあります。
改札の外（３番出口、ミスタードーナツ側の奥）にも男女別、及び車椅子対応のトイレが
あります。

☆バスターミナル・タクシー乗り場は「あいたい」２階カフェの小道　３番出口を利用する。

☆駐車場： 地下１階

01　【横浜市歴史博物館】
電話： 045－912－7777　FAX：045-912-7781 
場所： 改札を出て、エレベーターまたはエスカレーターを利用して地上に

降り、１番出口を出て徒歩約５分

開館時間： 午前９時～午後５時まで（チケット販売は午後４時３０分まで）

休館日： 月曜日、祝日の場合は翌日、年末年始

観覧料： 一般４００円、但し「障害者手帳」の提示で、本人および付添人
１人無料、高・大学生２００円、小・中校生１００円、毎週土・日は
小・中・高生は無料

駐車場料金： （普通車）１時間まで２００円その後３０分ごとに１００円
＜館内整備＞ ・多目的トイレは各階にある。

・２階へ上がるスロープがある。
・休憩室有り。
・展示室は音声がありわかりやすい。
・入口は自動ドア、補助犬の入館ＯＫ。

00

01

02
03

数字の上でクリックす
ると該当する施設・商
店の説明に移ります。
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＜概要＞ 「横浜に生きた人々の生活の歴史」をテーマに２万年にわた
る市域の歴史を展示。
博物館に隣接した「大塚・歳勝土遺跡公園（24時間オープ
ン）」には弥生時代の竪穴住居・環濠・墓地が復元されてい
る。
７棟ある竪穴住居のうち１棟には、車椅子のままで中を見学
できる金属製デッキが設置されている。

　歴史博物館からセンター南駅まで、遊歩道ができていましたので、歩い
てきました。多少坂がありますが、気持ちいい遊歩道でした。センター北駅
から歴史博物館まで健常者で５分、歴史博物館からセンター南駅まで健
常者で１０分です。 

02　【ペットショップ「ペット・エコ」横浜都筑店」】
電話： 045－913-6000　FAX：045－913－6661

場所； センター北駅構内、駅構内の入り口（１番出口）から入ってすぐ
左側、ガード下に３っつ館があります。

駐車場； 有料ですがお買い物をしていただいた方には割引サービスが
有ります。

営業時間：午前１０時～午後８時　年中無休、入口は自動ドア。
＊ 子犬・子猫の他・ペットフードペット関連グッズ多種。

＊ トリミングの設備もあり、ペット愛好家必見のお店。

＊ 店内の通路もゆったりとしていて見易い。

＊ ドッグキャット館の他にもアクア館、キュート館（爬虫類・鳥・小動物）も
あります。トイレはありますが、車椅子での利用は不可。

03　【ショッピングタウンあいたい】
電話： 045－913-7123　

場所： 駅改札と繋がっており、所謂駅ビル内

営業時間： 東急ストア：午前７時～午後１１時まで：
生鮮食品をはじめ、店内手作りのお惣菜や１個１００円～の
焼きたてベーカリーも人気です。
７時～２３時まで営業してるので出勤前やお仕事帰りにも便
利。
東急ストアはいつも安心で気持ちのよいお買物とお客様の
暮らしに美味しさと楽しさをお届けします

駐車場： 地下１階あいたい駐車場（センター北駅前駐車場と連絡）
自動精算機。
身障者用スペースが十分にある。

１Ｆ： ファイナンスゾーン
横浜銀行・三井住友銀行・中央三井信託銀行・横浜センター北駅
前郵便局・ 横浜信用金庫

２Ｆ： センター北駅改札口に隣接していて、「国際シンボルマーク」を境
に 飲食店、ファーストフード店、 マーケットはじめ、コンビニなど
が入ったショッピングフロアー。
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３Ｆ： DININGPATIO（ダイニングパティオ）＆ライフスタイル
【梅蘭】上海料理
電話：045－915－6455
営業時間：午前11時から午後10時
定休日：年中無休

【空海】ラーメン
電話：045－913－9588
営業時間：午前11時から午後1１時

【しゃぶしゃぶ温野菜・センター北店】
電話：045－910－0311
営業時間：午前10時から午後11時

☆　ビル全体についての説明
＊ 多機能トイレが各階にありエレベーターが広く車椅子でも楽々乗れ音

声説明や点字がわかりやすい。

＊ 婦人用トイレは５階・３階には２箇所、４階・２階には１箇所、手すりが設
置されています。 

＊ 各フロアーフラットで歩き易くなっています。 

梅蘭

空海

しゃぶしゃぶ

４Ｆ： １００ＹＥＮ　ＰＬＡＺＡ（100エン プラザ）【ダイソー】
電話：045-913-6443
営業時間：午前10時から午後8時
食器、台所用品、文房具、洗剤、化粧品、食品、園芸用品、本、ア
ウトドア、バーベキュー用品、などなど多種多様の品揃え。
ワンフロアーをつかった比較的ゆったりとした店内で、買い物もし
やすい。

５Ｆ： 【ヘヤーサロン横浜トニー】（理容室）
電話：045-910-3533
営業時間：午前１０時～午後７時３０分
定休日：火曜日（祭日の場合は営業）

＊ スタッフ全員が障害のあるかたの対応に慣れています。

＊ 車椅子のままでもカットできます。

＊ 対象者は限られますが、カットの「訪問理美容サービス」も行ってい
ます。
詳細はお店に直接お問い合せ下さい。
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だれにでも優しい、ハートフルなお店を紹介します。
企画制作 ：青葉バリアフリーサポート２１　バリアフリーマップ制作グループ

協力 ：横浜市青葉区社会福祉協議会

【横浜市営地下鉄　センター南駅】 《構内案内》 《ブルーライン時刻表（あざみ野方面）》
《ブルーライン時刻表（湘南台方面）》 《グリーンライン時刻表（日吉方面）》 《グリーンライン時刻
表（中山方面）》
《市営バス時刻表》 《東急バス案内》

駅改札口は 3階に位置し１階から昇りエレベーターとエスカレーターが設置されています。

エスカレーター乗り口左側にエレベーター乗り口があります。

切符売り場の右端に点字の運賃表があります。エレベーターは全て音声案内つきです。 

ホームは２階で改札口より最初のT字ブロックを右折してエレベーター、エスカレーターでグ

リーラインホームに下ります。

グリンライン：1番線が中山方面、２番線が日吉方面行きです。

ブルーライン：3番線が湘南台（横浜）方面、４番線があざみ野方面行きです。

改札口より最初のT字ブロックで左折してエレベーター、エスカレーターで下りると、ブルー

ラインホームです。

エスカレーター：ブルーラインのセンター北駅方向のエスカレーターは

　　　　　　　　　　始発から～10時間は上り。

　　　　　　　　　　10時～17時間は下り。

　　　　　　　　　　17時～終電までは上りに変更になります。

　　　　　　　　　　他のエスカレーターは上りと下り両方向設置されています。

トイレ：改札口から３番目のT字ブロック左手に音声案内があります。音声案内板右男性ト

イレ入り口、奥が女性トイレです。　3番目の音声案内板を左にして、正面奥に2個多機能ト

00
01

02

04

05

数字の上でクリックす
ると該当する施設・商
店の説明に移ります。
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イレがあり、　左側のトイレはオストメイト対応（専用汚物流し、温水シャワーあり）おむつ交

換台付きです。　右側の多機能トイレにはオストメイトはありません。 

わかりにくいので、改札口で駅員に声を掛けて誘導していただいて下さい。

グリーライン覚えておくと便利

乗車扉に車椅子マークのある位置から乗車すると車内に車椅子スペースが確保されてい

ます。ベビ－カースペースにもなります。(車椅子優先です) 

☆駐車場：地下１階(多目的トイレ男、女、各1あり)と地下２階

駐車場の閉鎖時間：午前０時～午前７時

緊急連絡先【電話：045－311－2026　宝警備】

隣接公共機関；１番出口（３階改札を出て真っ直ぐ進んだ出口）から出て、駅右手の歩行者

専用道路徒歩約６分の距離に、都筑区総合庁舎（区役所・図書館・公会堂）、郵便局､警察

署などがあります。

１　【Daily　YAMAZAKI（デイリーヤマザキ）】
電話： 045－941－9822

場所： センター南駅構内（改札口に向かって左側）

営業時間：5時30分～24時(土・日・祝日23時55分閉店)

＊ お弁当､飲み物､歯磨きセット､雑誌などがあり、お出かけ時には便利
なコンビニ。

＊ 障害者対応の教育が店員さんにはなされている…嬉しいですね。
盲導犬；OK ・トイレはありません。 

２【有隣堂書店センター南駅店】
電話： 045－945－2211　FAX：045－945－2299

場所： センター南駅構内、駅構内の入り口（１番出口）から入ってすぐ左
側）

営業時間：10時～22時
＊ 読みたい本は依頼すれば店員さんが対応してくれます

＊ 通路が広く､車椅子で店内の移動が可能…たくさん本を読んで知的
財産を増やしましょう

盲導犬；OK　・トイレはありません。
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４【１０９CINEMAS　(港北東急百貨店S.C.内)】
電話： 045－948－5151

場所： ５階(5シアター)､６階(2シアター)に劇場があります。

＊ 最前列の座席で車椅子での映画鑑賞ができます。

＊ 後列でも車椅子で見れるシアターがあります。　 シアター1は、車椅
子を持ち上げれば、後列のスクリーンを見て左側　コーナーに車椅
子で見れるスペース(ボックス席のようなの）がありますが、手すりと
かで小さい方は見辛いと思います。

＊ シアター１と２は後列で見るときは、車椅子から座席に移り　椅子で
見る形です、車椅子を置いておくスペースはあります。と言うことで、
前列以外(中ほどか後列）で観賞されたい方は係りの人の話だと、見
たい映画と上映場所それぞれ違うので、 事前に相談してくださいと
の事でした

＊ 定員入れ替え制。全席指定席。

＊ 3日前から前売りチケットサービスがあります。

駐車場： 港北東急百貨店ショッピングセンターの３時間サービスがあり
ます。 （他店舗で2000円以上お買物すると、駐車場利用時間
が２時間プラス．映画の後にお食事がゆっくり楽しめますね） 

盲導犬： ＯＫ 　　多目的トイレがあります。

５【食品館あおばセンター南駅前店】
電話： 045-944-1251

FAX： 045-944-1252

場所： 駅からは5番出口が便利、駅構内のエスカレーターで１階に下り、
あざみ野方面へ少し歩くと、左手前方（１０時の方向）に、お店が
見えます。車道を横切って徒歩約５分。

営業時間：10時～20時
駐車場：お買い上げ1000円以上で1時間のサービス
＊ 入り口は階段とスロープ、非常口にもスロープあり
＊ 係りの者に言っていただければ車椅子用のカートもあります。
＊ 店内は広く，買物がしやすい
＊ 多機能トイレがあります。（通常のトイレも広くて使いやすいです）
　　車椅子用もあります。 
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あおばバリアフリーマップ  グリーンライン

企画制作
 協⼒
︓⻘葉バリアフリーサポート２１ バリアフリーマップ制作グループ

 ︓横浜市⻘葉区社会福祉協議会

 横浜市営地下鉄グリーンラインは横浜市港北区東急東横線⽇吉駅より都筑区を横断し緑
区ＪＲ横浜線中⼭駅まで敷設され、横浜市の北部にまたがる重要な交通路となっていま
す。線路が急勾配ため⾞輪式リニアモーターを駆動源としています。リニアモータを使⽤
すると線路と⾞輪間のスリップを回避出来るので近年地下鉄での採⽤が多く⾒られます。
この鉄道は⾞両・駅ともユニバーサルデザインに配慮した構造となっています。また、駅
毎に異なる「ステーションカラー」を採⽤し、降⾞ミスなどをなくすよう努めています。

  実際に乗⾞しバリアフリー化を検証しましたので報告します。
  フィールドワーク（⽇吉－中⼭間）体験報告  （PDF 約1.6MB） （テキスト版）

  グリーンラインフィールドワークに参加して
  都筑ふれあいの丘駅

  横浜市障害者研修保養センター{横浜あゆみ荘}

マップ⽬次へ戻る 印刷⽤PDF（89KB） ホームページへ戻る
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グリーンライン
 都筑ふれあいの丘駅

都筑ふれあいの丘駅 駅前都筑プールあゆみ荘⽅⾯

横浜市営地下鉄 <都筑ふれあいの丘駅（⽇吉⽅⾯）時刻表> <都筑ふれあいの丘駅
（中⼭⽅⾯）時刻表> <都筑ふれあいの丘駅構内図>  <横浜市営バス時刻表検索>

 近隣施設葛が⾕地区センター・都筑プール等の中の横浜市障害者研修保養センター「横
浜あゆみ荘」のフイールドワークを実施した。⾒晴らしの良い右⼿正⾯にシャンプーハッ
ト型をした屋根〔都筑プール〕⻘と⽩の２⾊の煙突（横浜市資源循環局都筑⼯場）を⽬印
に直進して右⼿あゆみ荘⼊り⼝から直進５０メートル程で到着。
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横浜市障害者研修保養センター{横浜あゆみ荘}

住所︓横浜市都筑区葛が⾕２－３
  

電話︓０４５－９４１－８３８３
  

ＵＲＬ︓
http://www.yokohamashakyo.jp/ayumiso/ 

  
主な設備

 宿泊室︓14室（定員160⼈）
 浴室︓ ⼤浴室２室・⼩浴室2室

 機能訓練室・プレイルーム
 研修室２室・レストラン

  
その他︓横浜市資源循環局都筑⼯場の余熱利⽤施設

  
運営︓社会福祉法⼈横浜市社会福祉協議会が

     指定管理者として運営
 

 横浜あゆみ荘は、⾝体障害者福祉法に既定する⾝体障害者福祉センターのうち障害者更
正センター(社会福祉法における第2種社会福祉事業)として、横浜市が昭和59年に設置し
た施設です。

  開館してすでに２０年が経過しましたが、現在も障害者及び家族等の介護者の利⽤が全
体利⽤者の⼤半を占め、活発に活⽤されています。

  利⽤の内容は、障害者グループによる機能訓練会やサークル活動、親睦旅⾏、宿泊体験
会、また養護学校の修学旅⾏やご家族での旅⾏など多岐にわたり、また、利⽤者の年齢構
成も幼児から⾼齢者まで幅広いことが特徴です

 

フロントロビー 中庭

各種の浴槽設備（写真の上でクリックすると⼤きな写真が⾒られます。）

個⼈⾵呂 リフト利⽤ 洋式 ⼤浴場
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