
大和市中部地区AED一覧

番 号 名 称 所 在 地

1 セブンイレブン大和柳橋1丁目店 柳橋１－５－１

2 消防署柳橋出張所 柳橋１－２２－３

3 ローソン大和柳橋一丁目店 柳橋１－２２－１

4 柳橋小学校 柳橋１－１７－７

5 ㈱スタイリッシュホーム 中央７－５－２８

6 セブンイレブン大和中央６丁目店 中央６－９－１

7 草柳保育園 中央６－８－２７

8 ローソンストア100大和中央六丁目店 中央６－６－２

9 コミュニティセンター下草柳会館 中央６－５－１９

10 高齢者地域密着型サービス施設 ゆらり 中央６－１２－４

11 やなぎ幼稚園 中央５－９－５

12 恒陽大和マンション 中央５－７－２３

13 セブンイレブン大和中央５丁目店 中央５－３－１８

14 大和警察署 中央５－１５－４

15 メガロス大和 中央５－１４－４

16 大和税務署 中央５－１４－２２

17 大和商工会議所 中央５－１－４

18 ライオンズマンション大和第五管理組合 中央５－１１－２５

19 ファミリーマート大和中央五丁目店 中央５－１０－３

20 医療法人徳洲会　大和徳洲会病院 中央４－４－１２

21 コスモ大和スターアベニュー 中央４－１４－２４

22 ローソンスリーエフ大和駅前店 中央４－１－２４

23 東横イン大和駅前 中央４－１－２０

24 草柳小学校 中央３－６－１

25 ぽとふ大和第２ 中央２－６－１７　２Ｆ

26 ぽとふ大和 中央２－６－１７

27 セブンイレブン大和駅西店 中央２－４－２

28 ローソンストア100大和中央二丁目店 中央２－１３－２３

29 大和駅前交番 中央２－１－２４

30 相模鉄道　大和駅 中央２－１－１
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31 大和中央一郵便局 中央１－６－１５

32 やまと公園 中央１－５

33 厚木保健福祉事務所　大和ｾﾝﾀｰ 中央１－５－２６

34 横浜地方法務局大和出張所 中央１－５－２０

35 大和第一ホテル 中央１－３－１９

36 セブンイレブン小田急マルシェ大和店 中央１－１－２６

37 セブンイレブン大和駅前店 中央１－１－２５

38 大和小鳩幼稚園 大和南２－５－１９

39 ブライトピア大和 大和南２－１４－９

40 ファミリーマート大和南二丁目店 大和南２－１３－１２

41 光丘中学校 大和南２－１１－１

42 ちひろ歯科医院 大和南２－１０－４

43 南大和郵便局 大和南１－８－９

44 文化創造拠点シリウス１F 大和南１－８－１

45 文化創造拠点シリウス４F(図書) 大和南１－８－１

46 文化創造拠点シリウス６F(生涯学習センター) 大和南１－８－１

47 ローソン大和南一丁目店 大和南１－８－１

48 ファミリーマート大和駅南店 大和南１－３－３

49 三菱UFJ銀行大和支店 大和南１－２－１５

50 とこちゃん保育園 大和南１－１６－２５

51 小田急電鉄　大和駅 大和南１－１－１

52 セブンイレブン大和東三丁目店 大和東３－４－１７

53 大和YMCA保育園 大和東３－３－１６

54 スポーツクラブルネサンス大和 大和東３－２－１

55 ファミリーマート大和東三丁目店 大和東３－１１－１９

56 ローソンスリーエフ大和東店 大和東２－９－１７

57 セブンイレブン大和東１丁目店 大和東１－８－１２

58 ㈱横浜銀行大和支店 大和東１－８－１

59 大和オハナ保育園 大和東１－６－７木曽ビル２Ｆ

60 ローソン大和駅前店 大和東１－４－２０
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61 オダギリ薬局本店 大和東１－４－２

62 ファミリーマート大和東１丁目店 大和東１－３－１１

63 ㈱ｼﾞｪｲｺﾑｲｰｽﾄかながわｾﾝﾄﾗﾙ局 大和東１－１１－５

64 ファミリーマート大和草柳三丁目店 草柳３－２２－１

65 引地台小学校 草柳３－１－２

66 特別養護老人ホーム晃風園 草柳２－１５－１

67 大和スカイハイツ 草柳１－１９－７

68 ふかみ幼稚園 深見東３－５－１６

69 ローソン大和深見東三丁目店 深見東３－１－６

70 フォルクスワーゲン大和 深見東３－１－２

71 セブンイレブン大和島津店 深見東２－１－９

72 ローソンストア100大和深見東店 深見東１－１－１３

73 コミュニティセンター深見中会館 深見台４－１０－２９

74 深見台保育園 深見台４－１０－２３

75 深見台中央医院 深見台３－５－２８

76 株式会社ガスター 深見台３－４

77 日本総合住生活㈱神奈川西支店 深見台３－１－１３

78 深見小学校 深見台２－９－１

79 コミュニティセンター深見南会館 深見台１－９－１９

80 ローソンストア100大和深見台一丁目店 深見台１－７－２９

81 さんさん(燦燦)大和 深見西８－５－２

82 消防署(本署) 深見西４－４－６

83 消防本部 深見西４－４－６

84 大和自動車学校 深見西４－３－２９

85 極東開発株式会社 横浜工場 深見西４－１－６２

86 ハローワーク大和 深見西３－３－２１

87 日本住宅ツーバイ㈱ 深見西３－２－３０

88 ㈱　ウイル 深見西３－１－４７

89 大和郵便局 深見西３－１－２９

90 トワーズ大和深見店１１２０ 深見西２－５－１
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91 セブンイレブン大和深見店 深見西２－４－４

92 プリムローズ大和 深見西２－４－１９

93 ファミリーマート深見西店 深見西２－２－２

94 大同工業株式会社 深見西２－１－１９

95 岡野電線株式会社 深見西１－５－２８

96 ファミリーマート深見西一丁目店 深見西１－２－３２

97 ベテルギウス本館 深見西１－２－１７

98 ワークステーション・菜の花 深見９４１－１

99 グランデュール 深見３３４６－１

100 消防団第３分団２班 深見３０２１－２

101 特別養護老人ホーム　ル・リアンふかみ 深見２１０６－１

102 大和東小学校 深見１８０５

103 神奈川県立大和東高校 深見１７６０

104 特別養護老人ホーム晃風園　ぬくもり 深見１７３６－２

105 子安児童館(屋外) 上草柳９－１１－２０

106 大和上草柳郵便局 上草柳４－３－９

107 NICアーバンハイム大和 上草柳３－５－７

108 湘南神奈川㈱ジュピターテレコム 上草柳３－１９－２８

109 消防団第８分団 上草柳１９７－５

110 夢現スタジオ 上草柳１６２－５

111 セブンイレブン大和上草柳店 上草柳１－３－７

112 スポーツセンター競技場 上草柳１－１－１

113 スポーツセンター体育館 上草柳１－１－１

114 コミュニティセンター草柳会館 下草柳５５２－１


