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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。
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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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