
A ⾧後街道両側面でのAED設置店舗一覧（戸塚バスセンター前☀➡立場☀方向）  20220829修正

番号  接地道路                AED設置会社名等     営業日・時間帯      目 標

   名  称 業種 会社名 住 所 電 話 時 間  休 日    

1 ⾧後街道 左 金融 大和証券 戸塚町4100 864-1715 9:00～15：30 土・日・祝 バスセンター前

2 戸塚➡立場 左 葬儀 戸塚奉斎殿 戸塚町4811-1 861-7676 不定期 不定期 要電話 サクラス反対側

3 左 保育 アスク戸塚保育園 戸塚町4822-12 869-1972 7:00～21:30 土・日・祝 サクラス反対側

4 右 薬局 まごころ薬局 戸塚町4710 443-8410 9:30～18:30 土・日・祝 矢沢☀戸塚寄り

5 右 工務 昭和工業 戸塚町4688 881-1351 9:30～24:00 土・日・祝 お仏壇はせがわ反対側

6 左 葬儀 お仏壇はせがわ 戸塚町4670-1 870-3745 8:00～17:00  ・日・祝 昭和工業反対側

7 左 建築 山口木材 戸塚町4532－3 861-5700 9:00～18:00 ほぼ無休 県営団地入口☀

8 左 車販 日産プリンス踊場店 汲沢2-1-1 871-3232 9:00～19：00 火・水 工事で仮店舗中 ヤマダデンキ近く

9 左 警察 踊場交番 汲沢2-1-6 862-0110 10:00～18:00 無休 電話は戸塚警察 踊場☀

10 左右 鉄道 ブルーライン踊場駅 中田南1-2-1 801-4138 始発～最終 無休 踊場☀

11 右 歯科 吉村歯科医院 矢部町1828-64 881-8444 不定期 土・日・祝 要電話 踊場☀

12 右 養護 踊場地域ケアプラザ 中田東1-9-6 801-2920 9:00～17:00 年末年始 踊場☀

13 左 車販 トヨタ販売中田店 中田南1-16-33 804-6911 10:00～19:00 月・火   中田町東原☀

14 右 大販 ルームズ大正堂 中田東1-35-12 803-1371 10:30～19:00 水・土・日 山神社入口☀

15 左 車販 ホンダカーブス泉 中田南2-1-20 804-1611 10:00～18:00 火・水 山神社入口☀

16 左 内科 小林内科クリニック 中田南2-2-2 801-2551 8:30～18:30 木・日・祝・土◒ 山神社☀

17 左右 鉄道 ブルーライン中田駅 中田南3-1-5 804-6689 始発～終電 無休 中田駅前☀

18 左 金融 神奈川銀行 中田南3-1-7 802-1365 9:00～21:00  土・日・祝  AEDはATM 中田駅前☀時間はATM

19 左 内科 應天堂内科 中田南3-6-1 800-3330 9:00～18:00  日・祝     木・土◒

20 左 警察 中田交番 中田南3-3-1 805-0110 無休

21 左 歯科 会川歯科医院 中田南3-6-1 804-1182 9:00～21:00 木・日・祝     土◓～18:00

22 左 内科 エニタイムフィットタイム中田店中田南3-6－1 800-3330 無休 中田駅前☀立場寄り

23 右 整形 鈴木整形外科 中田東3-2-8 804-1155 9:00～21:00 木・日・祝     土  中田駅立場方向60m

24 右 内科 かねむらクリニック 中田北2-6-14 805-6685 9:00～18:30 日・祝    木・土◒～12：00 中田駅立場方向70m

25 左 内科 ふれあいクリニック泉 中田南4-3-23 803-3221 9:00～16:00 水

26 左 整形 中田中央歯科病院 中田西2-8-3 803-9988 9:00～17:30  木・日・祝    土◒～12:00 中田駅前☀

27 左 金融 JA横浜中田店 中田西2-1-1 802-8888 9:00～15:00  日・祝 要電話 中田小入口☀

28 右 車販 トヨタモビリィテイ立場店 中田北1-5-15 802-8611 10:00～16:00 月・火 広町☀

29 右 金融 横浜銀行和泉店 和泉中央南2-23-14 803-1711 9:00～21:00 木・日・祝   AEDはATM 立場☀時間はATM

B   ⾧後街道北側でのAED設置店舗一覧（中田町東原☀ー領家3ー泉警察署入口ー立場ー中田町東原☀）

番号 接地道路 左右               AED設置会社名等          営業日関係 特 記    目 標

名称 業種 会社名 住 所 電 話 時間帯  休 日 

30 さちがおか 右 歯科 おおつ歯科クリニック 中田東1-3-10 801-8007 9:00～18:00 水・日・祝 踊場橋橋下付近右

31 中田町東原 左 車販 ダイハツ販売戸塚泉 中田東1-7-7 804-5611 9:30～18:30 火・第2水 踊場橋橋下付近左

32 ☀➡領家3☀ 左 養老 こてまり 中田東1-9-28 802－8030 9:00～20:00   日、祝日 要電話

33 右 消防 戸塚消防署鳥が丘出張所 鳥が丘52－1 862-0119 24時間 無休 踊場橋下領家方向右

34 右 葬儀 戸塚斎場 鳥が丘10-5 864-7001 不定期 要電話 バス戸塚斎場入口

35 左 学校 鳥が丘小 鳥が丘53 864-5131 不定期 要電話 鳥が丘南☀右方向

36 右 学校 領家中 領家4-3-1 811-6641 不定期 要電話 領家中東☀

37 左 歯科 石田歯科医院 鳥が丘22-17 410-7100 10:00～19:00 木・日・祝   土◒ 領家中東☀右手

38 左 養老 こてまり 中田東1-9-8 802－8030 9:00～18:00 日・祝 要電話

39 右 生活 東京ガスライフハル戸塚泉店領家4-2-8 0570666854 8:00～19:00  ほぼ無休 領家3☀手前左手

40 左 車販 横浜トヨペット泉山手台 領家4-2-2 814-5111 9:30～20:00 火    〃

41 右 車販 フォルクスワーゲン緑園山手台  〃 814-1111 10:00～19:00 火・水    〃

42 左 大販 相鉄ローゼン山手台店 領家2-10-1 814-2411 8:00～22:00  ほぼ無休ほぼ無休 領家3☀手前右手

43 左 大販 サンドラッグ山手台 領家2-11-2 815-1951 9:30～19:00  ほぼ無休ほぼ無休 領家3☀先右手

44 左 大販 ハックドラッグ山手台店 領家3-2-4 810-4189 9:00～19:00 土・日・祝 領家3☀先左手

45 右 内科 しかの内科 領家3-2-4 438-9111 9:00～18:30 水・日・祝   土◒    〃

46 右 眼科 こじま眼科 領家3-2-4 392-3210 9:00～18:30 水・日・祝   土◒    〃

47 領家3☀➡ 左 学校 西が岡小 西が岡3-12-11 814-3606 不定期 要電話 領家3☀左折、小学前

48 泉警察署入口 左 SC 泉区スポーツセンター 西が岡3－11 813-7461 9:00～21:00  毎月第4月曜休み毎第4月  〃 バス泉寿荘前

49 ☀ 左 介護 泉寿荘   〃 813-0861 9:00～21:00  毎月第4月曜休み第3日曜、年末年始要電話  〃   〃

50 左 介護 恒春の郷 西が岡1-30-1 813-0008     要電話

51 左 介護 社会福祉法人秀峰会風の生活館 和泉町5932－3 800-5555 24時間OK   要電話確認  要電話

52 左 学校 和泉小 和泉中央北1-31-13 803-0023 不定期 要電話

53 ➡立場☀まで 左 郵便 泉郵便局 和泉中央北1-41-1 570943994 8:00～18:00  無休 平日19:00

54 かまくらみち 左 公園 中田中央公園管理事務所 中田町2989 805-0511 9:00～17:00 要電話 三つ俣☀左方向

55 右 学校 中和田中 和泉中央北2-5-1 802-1302 不定期 要電話 立場☀から⾧後方面右

56 右 介護 戸塚共立リハビリ病院 和泉中央北1-40-34 800-0320   要電話

57 左 自治会 広町自治会館 中田北1-19-34 802-2391 不定期 住所・電話は会⾧宅

58 左 PH 横浜市立立場地区センター 中田北1-9-14 801-5201 9:00～21:00  土、日～17：00、年末年始と第1月は休み年末年始、土日は17:00  立場☀北東方向

59 右 保育 エンゼルおおぞら保育園 中田北2-2-7 443-9002 9:00～20:00   日祝日  土～18:00  ⾧後街道金子硝子北東

左右  特 記



60 右 保育 サクラフリーチェ保育園 中田北1-1-27 800-3011 7:00～19:00 日、祝日 ⾧後街道eneos奥

61 左 救急 横浜市南西部夜間急病センター和泉中央北5-1-5 806-0921 20:00～24:00  無休

62 右 薬局 なの花薬局いずみ店 和泉中央北2-2-29 802-8881 9:00～18:30 木～17:00、土～13:30、日・祝休み、立場医院近

63 右 内科 立場医院 和泉中央北2-2-30 802-8332 9:00～18:00 木、日・祝、土◒ かまくらみち立場☀〶へ

64 右 耳鼻 くじらい耳鼻咽喉 和泉中央北2-2-27 801-2060 8:30～18:00         〃

65 右 消防 泉消防署中田出張所 中田北3-1-1 803－0119  無休 御霊神社近く

66 ⾧後街道北側 右 介護 ホームかがやき 中田北3-6-55 804-6932 9:00～17:00  無休 要電話 泉消防署中田出張所隣

67 右 幼稚 宮の台幼稚園 中田北3-29-1 802-0266 7:30～19:00  要電話 泉寿荘南西方向

68 右 学校 東中田小 中田東4-43-1 802-0500 不定休 要電話 御霊神社南方向

69 右 SC しらゆり公園プール管理事務所中田東1-41 803-2061  9:00～18:00 7/4～9/4営業   

70 右 集会所 しらゆり公園集会所新館2F 中田東1-41-1 804-3779 8:30～21:00 要電話

71 右 BH 白百合ベビーホーム 中田東1-41-3 803-0398 24時間体制    要電話確認  要電話

72   右 内科 中田診療所 中田東3-3-27 802-2846 9:00～18:30 要電話

73 右 内科 ますむら内科 白百合3-4-12 811-2621 9:00～18:30 木・日・祝休み 土◒ 領家中方面

74 右 耳鼻 さいとう耳鼻咽喉科 中田東3-3-11 805-3387 9:00～18:00 木・日・祝休み 土◒ ⾧後街道中田駅北側

C   ⾧後街道南側でのAED設置店舗一覧（かまくらみち立場☀ー通信隊東ー汲沢中ー汲沢小ー踊場☀）

番号 ⾧後街道南側でのAED設置店舗一覧（かまくらみち立場   AED設置会社名は度    営業日・時間等  特記  目 標

接地道路 業種 会社名 住 所 電 話 時 間   休 日 ＊2  

74 名称 左 鉄道 立場駅 中田西1－1－30 801-7158 始発～終電 無休

75 左 大販 イトーヨーカドー立場店 中田西1-1-15 805－2111 9:00～21:00 無休

76 かまくらみち 右 薬局 サンドラッグ立場 和泉中央南2-23-21 805-0127 9:00～22:00 無休

77 立場☀➡ 右 携帯 ドコモショップ立場店 和泉中央南1-3-2 350-3060 10:00～19:00 第3火休日

78 通信隊前☀ 左 歯科 立場ファミリー歯科クリニック 中田西1-1-15 806-0877 10:00～19:00 無休 イトーヨーカ堂2F

79 方面 右 学校 伊勢山小 和泉町2-27-2868 804-5757 不定期 要電話 伊勢山小入口☀

80   右 内科 柏木医院 和泉中央南1-37-7 802-8253 9:00～18:00 不定期 要電話 通信隊手前

81   右 遊戯 エランドール泉 和泉が丘1-5-7    ？ 9:00～22:55 無休

82 左 歯科 小野歯科医院 中田南5-65-19 801-6480 9:00～18:30 14:30～17:30土 日・祝休

83 左 SC セントラルスポーツ戸塚 中田西4-37-1 804-2525 9:00～22:30 要電話  

84 左 保育 もも保育園 中田西2-25-30 806-2424 7:00～20:00 ～15:30土 日・祝

85 左 保育 中田保育園 中田西3-33-6 804-0770 7:00～20:00 ～18:00土 日・祝 中西☀50m入った付近

86 右 農協 JA横浜農協 営濃経済センター中田西1-12-10 805-6613 8:30～17:00 土・日、祝  要電話

87 ⾧後街道 右 農協 JA横浜農協 ハマッ子直売所中田西2-1-1 803－9272 8:30～17:00 土・日、祝  要電話

88 立場☀➡ 右 農協 JA横浜農協 メルカートみなみ中田西2-2-4 805-6641 8:30～17:00 土・日、祝  要電話

89 踊場☀方面 右 飲食 はなむらベーカリー＆カフェ中田西1-11-1 802-9966 10:00～17:00 土・日、祝  要電話

90 右 集会所 中田コミュニティーハウス 中田南4-4-28 802-2244 9:00～21:00 土・日・祝 年末年始、月末

91 右 自治会 池谷自治会 中田南4-29-14 802-6106 不定期 住所・電話は会⾧宅

92 右 内科 水尾クリニック 中田南3-9－1 805-3081 9:00～18:30  木・日・祝休み 土◒ 中田駅前☀

93 右 学校 中田小 中田南4-4-1 802-1902 9:00～18:30 不定期  要電話

94 右 介護 たすけあい泉フルール 中田南2-11-40 443-5403 8:00～20:00 無休  要電話 中田駅前☀Aコープ

95 右 介護 ディサービスかたくりの里 中田南2-12-2 801-5517 8:15～17:15 年末年始  要電話 中田駅前☀Aコープ

96 右 歯科 西島歯科 中田南1-17-12 802-6207 9:00～18：30 水・土◓～17:30 Aコープ近く

97 右 大販 Aコープ 中田南3-2-28 803-1554 10:00～22:00  ほぼ無休 1F・2Fに 中田駅前☀

98 右 大販 ハックドラッグ 中田南3-2-21 801-8907 9:00～23:00    ほぼ無休 中田駅前☀

99 右 内科 さいとうクリニック 中田南3-2-21 800-5550 8:45～17:30 日・祝・木        土◒ 中田駅前☀

100 右 擁護 ジョイカンパニーJ3 中田南3-24-9 805-6623 9:00～17:00 土・日・祝  要電話 Aコープ先300ｍ

101 右 学校 戸塚高 汲沢2-27-1 871-0301 不定期 要電話

102 右 学校 戸塚中 戸塚町4542 864-1531 不定期 要電話

103 右 公園 踊場公園ロッグハウス 汲沢8-11 865-5869 9:00～17:00 第3月、年末年始休み

104 右 内科 久保内科胃腸科医院 汲沢8-11-27 881-1810 9:00～18:30   要電話 踊場ロッグ公園付近

105 右 学校 汲沢小 汲沢3-6-1 864-8698 不定期 要電話

106 右 保育 白梅保育園 中田南5-6-20 802-3648 7:30～18:30 日・祝休み

107

108

記号：☀信号交差点  ◓午前中休業  ◒午後休業  ➡進行方向 右左 進行方向に対して  車販 自動車販売  SC スポーツスイミング

   BH ベビーホーム

左右


