
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
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【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 

7 / 7




