
※2022.11

サックスバー ジーン〈旅行バッグ･服飾雑貨〉 045-988-7878

ブルーブルーエ〈服飾雑貨〉 045-985-8716

ショップインデックス

アー・ヴェ・ヴェ〈レディス・メンズ・キッズファッション〉 045-985-81601F

アシックス ウォーキング〈レディス・メンズシューズ〉 045-985-8131
アイエルシー〈レディスファッション〉 045-985-8251

ブティック パルジュ〈レディスファッション〉 045-985-8846

ビースリー〈レディスファッション〉 045-985-8460

ワコール ザ ストア〈ランジェリー〉 045-985-8719

ハヴァ ナイス トリップ〈レディスファッション・服飾雑貨〉 045-985-8177

2F

オリヒカ〈メンズ・レディスファッション〉 045-985-8288
3F

靴下屋〈服飾雑貨〉 045-985-8230
なんぼや〈ブランド買取〉 045-507-8823

ABCマート〈レディス・メンズ・キッズシューズ〉 045-985-8013

ハニーズ〈レディスファッション〉 045-985-8225
パンジー〈レディスシューズ〉 045-985-8188

ラ・プリマヴェーラ〈レディスファッション・服飾雑貨〉 045-985-8737

ウオッチタウン〈時計･時計修理〉 045-985-8240

ルームアンドルーム〈寝具・生活雑貨〉 045-509-1717
無印良品〈衣料雑貨・生活雑貨・食品〉 045-988-1163
ハンズ ビー〈生活雑貨〉 045-985-8018

吉祥寺菊屋〈生活雑貨〉 045-985-8258

ナチュラルキッチン アンド〈生活雑貨〉 045-985-8325
ジュエリー ツツミ〈アクセサリー〉 045-985-8320

ケユカ〈インテリア雑貨〉 045-988-5401

フランフラン〈インテリア・生活雑貨〉 03-4216-4021

フォンテス〈アクセサリー〉 045-985-8720

メイソングレイ〈レディスファッション・服飾雑貨〉 045-985-8287

エルメ・ド・ボーテ〈化粧品〉 045-985-8713

ネイルクイック〈ネイルサロン〉 045-989-2848
ミュゼ・ド・ポゥ〈化粧品〉 045-985-8106

オグラ眼鏡店〈メガネ〉 045-985-8020

※Apple 製品サービス専用 045-482-4682

ほりぐち歯科医院〈歯科〉 045-985-8107

フィリアホールチケットセンター 045-982-9999
フィリアホール〈横浜市青葉区民文化センター〉 045-985-8555

小学館の幼児教室ドラキッズ〈幼児教室〉 0120-415-255
英会話 イーオン〈英会話教室〉 045-989-3713

エディオン〈総合家電・パソコン・リフォーム・携帯電話・ＤＶＤ/ＣＤ・玩具・TVゲーム〉 045-988-14004F

5F

スターバックス コーヒー〈カフェ・コーヒー豆〉 045-985-8162

アーモワール  カプリス〈レディスファッション〉 045-482-9789

すし遊洛〈寿司〉 045-988-0855
富士喜〈とんかつ〉 045-985-8269

サロン 卵と私〈オムライス・パンケーキ〉 045-985-8786

カルディコーヒーファーム〈コーヒー豆・輸入食品〉 045-985-8169

ラパウザ〈イタリアン〉 045-985-8244
ローカルインディア〈インド料理〉 045-985-5510

045-482-5822
美山〈しゃぶしゃぶ・すき焼き〉 045-985-8238

洋麺屋  五右衛門〈パスタ〉 045-985-8853

カフェアンドミールムジ〈デリ・カフェ〉 045-988-1172 紅虎餃子房〈中国家庭料理と麺〉 045-985-8733

青葉台 東急フードショー〈食料品〉 045-985-8030

旬の舞〈天ぷら・おだし料理〉
045-507-3222ろくまる大食堂〈お好み定食〉

B1

3F

4F

5F

6F

7F

ルピシア〈紅茶・緑茶・烏龍茶〉 045-985-8112
家族亭〈和食・そば  うどん〉 045-985-8778

1F

045-985-8221コレクターズ〈メンズ服飾雑貨〉
2F

ダイソー〈生活雑貨〉 045-988-8010B1

ブックファースト〈書籍〉

ブックファースト〈書籍〉

045-989-1781

青葉台カルチャープラザ〈カルチャーセンター〉 045-482-3737

伊東屋〈ステーショナリー〉 045-984-1108

3F

5F

リビング   カフェ〈カフェ〉 045-989-1781

045-985-8166ゾフ〈メガネ〉
サーティワン  アイスクリーム〈アイスクリーム〉 045-985-8196
グリーンジャケット  バイ   ステップゴルフ〈ゴルフサロン〉 045-982-5205

4F

　　　　　　　　　   〈動物病院〉 045-981-9888
　　　　　　　　　   〈グルーミング＆ペットホテル〉 045-988-0707
ペット専門店 ペテモ  〈ペット用品・フード販売〉 045-988-0708

2F

1F

045-985-8051セカンドストリート〈古着販売・買取〉

占いコーナー〈占い〉 045-985-8611
キッズベースキャンプα青葉台〈学童保育〉 045-988-6020

神戸珈琲物語〈カフェ・コーヒー豆〉 045-985-8081

富士ガーデン〈食料品〉 045-985-81542F

3F

1F

東急リバブル〈不動産〉 045-983-1011
ＱＢハウス〈ヘアカット専門店〉 0120-585-919

栄光ゼミナール〈進学塾〉 050-1796-8133
コインスペース〈ワーキングスペース〉 036-416-3685

2F

1F

カメラのキタムラ〈Apple 製品修理･写真〉 045-482-4821

エニィスィス バイ クミキョクスィス〈レディスファッション〉 045-985-8217

クヌッフェル〈レディスファッション・服飾雑貨〉 045-985-8050

カフェ アントニオ〈カフェ〉 045-985-8788

1F

2F

B1

TOKYU POINT直引き

●ポイントを利用･照会する

カードに貯まったポイントを対象店舗にて、1ポイント＝1円からその場で
ご利用いただけます。ポイントの照会も可能ですので、お気軽にスタッフまで
お声掛けください。
  【注意】TOKYU POINT 直引きには、一部対象外店舗（※1）がございます。 

ご利用いただけるコード決済・電子マネー

●ポイント付与日 ご利用日の翌日以降
●ポイントの有効期限 最長3年間有効（獲得月から翌々年の年末まで有効）

現金決済

「TOKYU POINT CARD」
の提示

現金決済

クレジット決済 100円（税込）につき
2ポイント

200円（税込）につき
1ポイント

200円（税込）につき
1ポイント

TOKYU CARD のご案内

♦東急カードホームページ http://www.topcard.co. jp

♦東急カード株式会社 ナビダイヤル 0570-038-109
  〈ナビダイヤルにつながらない方〉     （東京）    03-6432-7547
受付時間   9:30～18:00（1/1・2 月第 2週日曜日除く）

♦東急カードポイントデスク ナビダイヤル0570-063-109
  〈ナビダイヤルにつながらない方〉     （東京）   03-6432-7564
受付時間  9:30～18:00（1/1・2月第2日曜日除く）

※1　TOKYU POINT 対象外店舗

【注意】 ※一部対象外店舗（※1）、付与ポイント率が異なる店舗（※2）がございます。
　　  　※TOKYU CARD または TOKYU POINT CARD は、必ず会計前にご提示ください。
　　　  　　会計後のポイントの付与はできません。
　　　  ※年会費・キャッシング・ローン・リボ払い手数料・分割払い手数料などは
　　　　  ポイント付与対象外となります。

エディオン、フィリアホール、グリーンジャケット バイ ステップゴルフ、
青葉台カルチャープラザ、なんぼや、英会話イーオン、ほりぐち歯科医院、小川眼科 青葉台、
小学館の幼児教室ドラキッズ、保険相談サロン F.L.P、キッズベースキャンプα青葉台、動物病院、
占いコーナー、ＱＢハウス、東急リバブル、栄光ゼミナール、コインスペース、大和証券 青葉台営業所

※2　TOKYU POINT 付与率が異なる店舗
●青葉台 東急フードショー

(　　　　　　　　　　　　　　                  )

TOKYU CARD の利用でクレジットにてお買上の場合
TOKYU CARD clubQ の利用でクレジットにてお買上の場合
TOKYU CARD clubQ の利用で現金にてお買上の場合
TOKYU POINT CARD の提示で現金にてお買上の場合

200 円 (税別)につき1ポイント
100 円 (税別)につき1ポイント
100 円 (税別)につき1ポイント
200 円 (税別)につき1ポイント

●富士ガーデン
TOKYU CARD の利用でクレジットにてお買上の場合
なお、TOKYU POINT CARD は利用できません。

100 円(税込)につき1ポイント

クレジット
「TOKYU CARD」

の提示

●ポイントを貯める
対象店舗にてクレジット「TOKYU CARD」でお買い物・提示、または
共通ポイントカード「TOKYU POINT CARD」提示で現金でお買い物すると
TOKYU POINT が貯まります。

●事前精算機のご案内
South-1 本館 1F 正面入口と South-2 4F 入口に、事前精算機がございます。
出庫時の混雑緩和のため、事前精算機の利用にご協力ください。
事前精算後、15分以内の出庫であれば超過料金は発生いたしません。

●自転車駐輪場・バイク駐輪場

167台サウス駐輪場 最初の2時間無料
以降2時間毎100円加算ノース駐輪場 61台

24時間

駐輪可能台数 営業時間 駐輪料金

13台バイク駐車場前駐輪場

自転車

最初の2時間無料
以降1時間毎300円加算

名　称

●青葉台東急スクエア内でのお買上げによる駐輪サービスはございません。
●　駐車場前バイク専用駐輪場の車枠は幅 1006mm× 奥行 2300mm となります。

※自転車駐輪場・バイク駐輪場内での自転車・バイクの損傷事故、盗難等につきましては当施設は
　一切責任を負いません。

駐車場、自転車・バイク駐輪場のご案内

地下・　駐車場は非常に混雑いたしますので、　・    駐車場もご利用ください。
駐車可能台数には限りがございます。公共の交通機関をご利用ください。

※一部、上記コード決済・電子マネー取扱不可店舗がございます。

楽天ペイ・PayPay・LINE Pay・d払い・メルペイ・auPAY・Alipay・WeChatPay・
nanaco・WAON・楽天edy・Kitaca・Suica・PASMO・TOICA・manaca・ICOCA・
SUGOCA・nimoca・はやかけん

ご利用いただけるクレジットカード

※一部、上記クレジットカード取扱不可店舗がございます。

TOP・TS3・VISA・Master・JCB・Discover・AMEX・ダイナースクラブ・DC・
MUFG・UFJ・NICOS・UC

上記ポイント付与以外にも年間お買上金額に応じたポイント付与などがございます。
詳細につきましては青葉台 東急フードショーまでお問合せください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  お問合せ先 : 045-985-8030

サック ド ビジュー〈アクセサリー・バッグ〉 045-988-1365
サックスバー プチコレクト〈服飾雑貨〉 045-988-2133

ユナイテッドアローズ  グリーンレーベル  リラクシング〈メンズ・レディスファッション〉 045-985-5030

オンデーズ〈メガネ〉 0120-900-298

045-985-8587サマンサモスモス〈レディスファッション〉

ロペピクニック〈レディスファッション〉 045-511-7798
ビーエルユーイー  ウィズ  フォールームス〈レディスファッション〉 045-985-8718
チュチュアンナ ランジェリー 〈ランジェリー〉 045-482-4310

スタジオマリオ〈こども写真スタジオ〉 045-482-4832

ネイルサロン エルネイル〈ネイルサロン〉 045-985-8588

白洋舍〈クリーニング〉 045-985-8267

アイシティ〈コンタクトレンズ〉 045-988-2540
アイラッシュサロン ブラン〈まつ毛エクステンション〉 045-985-8865
イワキ〈メガネ〉 045-985-8843

お直しコンシェルジュ ビック・ママ〈洋服のお直し・リフォーム〉 045-985-8704
TAYA〈美容室〉 045-985-8924

トモズ〈ドラッグストア〉

トモズ〈ドラッグストア〉

045-985-8705

小川眼科 青葉台〈眼科〉 045-985-8200

リラクセーションテラス  こりとるん〈リラクセーションサロン〉 045-985-8866

保険相談サロンＦ.Ｌ.Ｐ〈保険〉 0120-613-402
ミスターミニット〈合鍵・靴修理〉 045-985-8136

1F

2F

4F

久世福商店〈和食材〉 045-507-9865

●駐車場

※駐車場内での自動車の損傷事故、盗難等につきましては当施設は一切責任を負いません。

2.1m

2.3m

名　称

地下駐車場

駐車場（立体駐車場）

駐車場

駐車場

101台
台

台

台

305
92

152

10:00－22:00

6:00－24:00
分ごとに 　　円30
分ごとに 　　円30

24

300
200

分ごとに 　　円30 250時間営業

営業時間駐車可能台数 駐車料金 高さ制限 身障者用駐車スペース

2.1m

2台

1台

2台

　

1 時間無料 2 時間無料 3 時間無料
3 時間無料 4 時間無料 5 時間無料
2 時間無料 3 時間無料 4 時間無料

2,000円以上 5,000円以上
お買上げ合計金額

20,000円以上名　称

地下駐車場

駐車場（立体駐車場）

駐車場

●一部店舗では、駐車サービスが提供されませんので、ご了承ください。
●サービス時間を超過した場合は、30 分毎に駐車料金が加算されます。
●駐車サービスをご利用の場合、必ずお買上げ頂いた店舗に駐車券をご提示ください。
  ご提示がない場合、駐車サービスが提供されませんので、ご了承ください。 
●「TOKYU ROYAL CLUB 駐車場ご優待サービス」については、TOKYU ROYAL CLUB
　デスクまでお問い合わせください。
　0120-109-618（年末年始を除く。受付9：30～18：00）

●駐車サービスのご案内
青葉台東急スクエア内の店舗 ( 一部店舗を除く ) でお買上げ頂いた金額の合計で駐車
サービスをご提供いたします。

駐輪場
自転車専用
バイク専用

4/1～改修休館

大和証券 青葉台営業所〈証券・金融〉 045-985-8107

ユニクロ〈メンズ・レディス・キッズファッション〉 045-988-12059/16 RENEWAL OPEN

GU〈メンズ・レディス・キッズファッション〉 045-511-786810/28 NEW OPEN

オリエンタル トラフィック〈レディスシューズ〉 045-482-512511/2 NEW OPEN



● 占いコーナー
       〈占い〉

● キッズベースキャンプα青葉台
       〈学童保育〉

● セカンドストリート
     〈古着販売･買取〉

● 神戸珈琲物語
     〈カフェ･コーヒー豆〉

● 富士ガーデン
     〈食料品〉

● 栄光ゼミナール
     〈進学塾〉

● コインスペース
     〈ワーキングスペース〉

● QBハウス
     〈ヘアカット専門店〉

● 東急リバブル
     〈不動産〉

C 駐車場

● トモズ    〈ドラッグストア〉

● トモズ　〈ドラッグストア〉
● アイシティ　〈コンタクトレンズ〉
● アイラッシュサロン ブラン
　〈まつ毛エクステンション〉

● イワキ　〈メガネ〉
● ネイルサロン エルネイル〈ネイルサロン〉
● 小川眼科 青葉台　〈眼科〉
● お直しコンシェルジュ ビック･ママ
　〈洋服のお直し･リフォーム〉

● TAYA〈美容室〉
● 白洋舍　〈クリーニング〉
● 保険相談サロン F.L.P〈保険〉
● ミスターミニット　〈合鍵･靴修理〉
● リラクセーションテラス こりとるん
    〈リラクセーションサロン〉

● エニィスィス バイ クミキョクスィス
　 〈レディスファッション〉

● カフェ アントニオ　〈カフェ〉
● クヌッフェル　〈レディスファッション･服飾雑貨〉
● サマンサモスモス　〈レディスファッション〉
● チュチュアンナ ランジェリー 　〈ランジェリー〉
● ビーエルユーイー  ウィズ  フォールームス
　 〈レディスファッション〉

● ロペピクニック　〈レディスファッション〉

● ABCマート  〈レディス･メンズ･キッズシューズ〉
● 靴下屋  〈服飾雑貨〉
● なんぼや  〈ブランド買取〉
● ハニーズ  〈レディスファッション〉
● パンジー  〈レディスシューズ〉

● オンデーズ　〈メガネ〉
● オリエンタル トラフィック　〈レディスシューズ〉
● サックスバー プチコレクト　〈服飾雑貨〉
● サック ド ビジュー　〈アクセサリー・バッグ〉
● ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
　 〈メンズ・レディスファッション〉

本館 別館

● 旬の舞　〈天ぷら･おだし料理〉
● ろくまる大食堂　〈お好み定食〉
● 美山　〈しゃぶしゃぶ･すき焼き〉
● ラパウザ　〈イタリアン〉
● ローカルインディア　〈インド料理〉

● 英会話 イーオン　〈英会話教室〉

● 小学館の幼児教室ドラキッズ　〈幼児教室〉

● ほりぐち歯科医院　〈歯科〉

● 大和証券 青葉台営業所　〈証券・金融〉

● 家族亭　〈和食･そば うどん〉
● サロン 卵と私　〈オムライス･パンケーキ〉
● すし遊洛　〈寿司〉
● 富士喜　〈とんかつ〉
● 紅虎餃子房　〈中国家庭料理と麺〉
● 洋麺屋  五右衛門　〈パスタ〉

● ペット専門店  ペテモ
      〈ペット用品・フード販売〉

      〈グルーミング&ペットホテル〉

      〈動物病院〉
　

4/1～改修休館

● ユニクロ  〈メンズ･レディス・キッズファッション〉
9/16 RENEWAL OPEN

● GU  〈メンズ･レディス・キッズファッション〉
10/28 NEW OPEN

11/2 NEW OPEN

地下駐車場

● ダイソー  〈生活雑貨〉

● 伊東屋　〈ステーショナリー〉
● コレクターズ　〈メンズ服飾雑貨〉

● ブックファースト　〈書籍〉

● ブックファースト　〈書籍〉
　 　リビング カフェ　〈カフェ〉

● 青葉台カルチャープラザ
    〈カルチャーセンター〉

● グリーンジャケット バイ ステップゴルフ  〈ゴルフサロン〉
● サーティワン アイスクリーム  〈アイスクリーム〉
● ゾフ  〈メガネ〉

● 青葉台 東急フードショー  〈食料品〉

● オグラ眼鏡店  〈メガネ〉
● オリヒカ  〈メンズ･レディスファッション〉
● 吉祥寺菊屋  〈生活雑貨〉
● ハンズ ビー  〈生活雑貨〉
● 無印良品  〈衣料雑貨･生活雑貨･食品〉
● ルームアンドルーム  〈寝具･生活雑貨〉

● エディオン 
　　〈総合家電･パソコン･リフォーム･携帯電話･DVD／CD･玩具・TVゲーム〉

フィリアホール
〈横浜市青葉区民文化センター〉
フィリアホールチケットセンター

● アイエルシー  〈レディスファッション〉
● アシックス ウォーキング  〈レディス･メンズシューズ〉
● エルメ･ド･ボーテ  〈化粧品〉
● カフェアンドミールムジ  〈デリ･カフェ〉
● カルディコーヒーファーム  〈コーヒー豆･輸入食品〉
● ケユカ  〈インテリア雑貨〉
●カメラのキタムラ〈Apple 製品修理・写真プリント〉

　　 スタジオマリオ〈こども写真スタジオ〉

●ジュエリー ツツミ  〈アクセサリー〉
● ナチュラルキッチン アンド  〈生活雑貨〉
● ハヴァ ナイス トリップ  〈レディスファッション･服飾雑貨〉
● ビースリー  〈レディスファッション〉
● フォンテス  〈アクセサリー〉
● ブティック パルジュ  〈レディスファッション〉
● ワコール ザ ストア  〈ランジェリー〉
● ラ・プリマヴェーラ  〈レディスファッション・服飾雑貨〉
● メイソングレイ  〈レディスファッション･服飾雑貨〉

● アー･ヴェ･ヴェ  〈レディス･メンズ･キッズファッション〉
● アーモワール カプリス  〈レディスファッション〉
● ウオッチタウン  〈時計･時計修理〉
●久世福商店〈和食材〉

● サックスバー ジーン  〈旅行バッグ･服飾雑貨〉
● スターバックス コーヒー  〈カフェ･コーヒー豆〉
● フランフラン  〈インテリア・生活雑貨〉
● ブルーブルーエ  〈服飾雑貨〉
● ミュゼ･ド･ポゥ  〈化粧品〉
　 　ネイルクイック  〈ネイルサロン〉
● ルピシア  〈紅茶･緑茶･烏龍茶〉

化粧室

駐車場
事前精算機証明写真喫煙所

エンジェルスペース
ベビー休憩室

レンタル
ベビーカー

S Q U A R E  G U I D E

多目的トイレ キッズスペース

インフォメーション

オストメイト レンタル
車椅子

物をなくされた、あるいは拾われた方は、お近くのスタッフ、または
防災センター（TEL:045-985-8110）までお願いいたします。

防災センターにAED（自動体外式除細動器）を設置しています。緊急時はお近くの
スタッフまたは防災センター（TEL:045-985-8110）までお願いいたします。

●AED（自動体外式除細動器）

忘れ物・落とし物

・東急グループ商品券（東急百貨店発行／東急ストア発行）
　※一部店舗においてはお取扱いできない場合もございます。
・全国百貨店共通商品券（青葉台 東急フードショーのみ）

●ご利用いただける商品券

サービスガイド

2 ～ 24 か月のお子様をお連れのお客様に、A/B 併用型
のベビーカーを貸出しいたします。
※無料／コインリターン式

●ベビーカーの貸出し 1F
3F

4F

赤ちゃんとママのために、給湯器をはじめ、女性専用授乳室、
ベビーベッド、ベビー用体重計、おむつ用ゴミ箱、飲料自販機、
簡易遊び場、子供用トイレ、ソファをご用意しました。

●エンジェルスペース ベビー休憩室

1F
フロアガイドなどの各種ご案内をご用意しています。
またカウンターにて係員による館内のご案内やお呼び出し
を承ります。
※営業時間 10：00～20：00

●インフォメーション

車椅子が必要なお客様に、自走式車椅子を貸出いたします。
※無料／コインリターン式

●車椅子の貸出し 1F
1F

宅配ロッカー

24 時間お荷物をロッカーでお受け取り、発送することが可
能です。
お問合せ先TEL.0120-31-1969   24 時間受付 (年中無休 )

●宅配ロッカーサービス (PUDOステーション ) 1F
ぺテモ前

※4/1～改修休館
　(リハーサル室・練習室は通常営業）

クラシック音楽を主目的に設計されたホール <500席 >

本格的な音響特性を備えたコンサート
ホール。リサイタル、室内楽、小編成の
オーケストラなどのクラシック音楽に
最適な音響で客席と舞台との一体感を
お楽しみいただけます。

フィリアホール（代表）

045-985-8555

フィリアホールホームページ

http://www.philiahall.com/

青 葉 台 に 未 来 の 音 フ ィ リ ア ホ ー ル

フィリアホール〈横浜市青葉区民文化センター〉

青葉台東急スクエア ホームページ

「http://www.aobadai-square.com/sp/」
こちらへアクセス

営業時間のご案内 10:00～ 21:00

9：30～18：00 / 火・水定休
10：00～21：00（月～金）  /10：00～20：00（土・日・祝）

東急リバブル
QBハウス

12：00～20：00（受付時間） 栄光ゼミナール
  9：00～21：00コインスペース

10：00～22：00ブックファースト

リビング カフェ 10：00～20：00
青葉台カルチャープラザ 10：00～20：30（月 -土・祝）

10：00～17：30（日）

動物病院 10：00～13：00・16：00～19：00 / 毎週火・金休診
10：00～20：00グルーミング&

 　　ペットホテル

2F～ 4F 10：00～20：00
スターバックスコーヒー 7：00～22：00

10：30～13：00・14：30～19：00  / 毎週水休診小川眼科 青葉台

占いコーナー 12：00～20：00
キッズベースキャンプα青葉台 12：00～19：00（※電話受付時間） 

5・6F レストランフロア 11：00～22：30
ほりぐち歯科医院 10：00～13：00・14：30～19：30 / 木・日・祝定休

小学館の幼児教室
ドラキッズ

曜日により異なります。 
（※電話受付 10：00～17：00 日・祝除く）

英会話イーオン 12：00～21：00（火～金） 
10：00～19：00（土）    / 月・日・祝定休

大和証券 青葉台営業所 窓口受付時間 9:00～15:30/ 土・日・祝定休

〒227-8555　神奈川県横浜市青葉区青葉台 2-1-1
http://www.aobadai-square.com/

TEL 045-985-8109（代表）

2 0 2 2 . 1 1

ペットをお連れのお客様へ
青葉台東急スクエアでは、ペットをお連れでのご入館はご遠慮いただいております。
盲導犬、聴導犬、介助犬をご同伴のお客さまは所定の認定証をご提示ください。
※North-2 1Fを除く。
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