
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 ●
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5155 ●
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5157 ●

● 5162
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● 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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