
種別 種別2 名称 住所 電話 取り組んでいただけること、PR等

店舗 薬局 横谷薬局 内田橋一丁目 ６９１－４８２５

店舗 喫茶 ミニ・テラス 内田橋１丁目 ６９２－５５８４

❤ 店舗 喫茶
イタリアンカフェ・マ
リネッラ

豊一丁目 090-6071-3017トイレお貸しします。オリーブオイルのお話をします。

❤ 施設 高齢者 のんびり 豊一丁目 ６９２－７０７０ トイレ・風呂など　休憩などちょいと一服ＯＫ

店舗 薬局 松栄堂薬局 豊一丁目 ６９１－４６９４ 血圧などお気軽に測りに来てください

店舗 事務用品販売 有限会社　扇屋 豊一丁目 ６９２－１５９８ 情報誌の設置、困っていそうな方への声掛け

店舗 喫茶 カフェル・パレ 豊一丁目 ６９１－８６１５ トイレ貸せます。お気軽にお声かけください

❤ 店舗 甘味処 兎月 三条二丁目 ６９１－００２１ 店舗入り口階段には手すりがあります。
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❤ 店舗 スーパー アピタ名古屋南店 豊田四丁目 ６９４－６１１１ 障がい者、高齢者へのｻｰﾋﾞｽ介助等をおこなっています。

❤ 施設 障がい者施設
自立支援センターゆめ
の木タウン

豊田二丁目 ６９２－０８３５

店舗 呉服屋 みうら屋 道徳通 ６９１－３０１６ 何でもお尋ねください。ご相談にのります。

❤ 店舗 洋品 みなみ洋品店 道徳通 ６９１－６５５８ 何にでもご相談にのります。

店舗 家電量販店 レックス　こうしん 道徳通 ６９１－３５６１ やさしく対応します。

店舗 理美容 渡辺理容 道徳通 ６９２－７９６４ 話し相手になります。

店舗 眼鏡 メガネのイイダ 道徳通 ６９２－００１７ やさしく、わかりやすく商品説明をします。

店舗 飲食店 大香園 道徳通 ６９２－５７３０ お客様にやさしくします。

店舗 金物店 (有)みつき屋 道徳通 ６９１－１２５６

店舗 電器 長江電器商会 道徳通 ６９１－１８５３

店舗 靴店 丸善靴店 道徳通 ６９１－７３９６ 気楽にどうぞ。

店舗 喫茶 紫園 道徳通 ６９２－０１５５

店舗 靴 靴・カバン　青山 道徳通 ６９２－５１５１

❤ 店舗 歯科 若山歯科 道徳通 ６９３－１１８２ 何でもお気軽に声をおかけください。

店舗 衣料品
レディスショップごろ
う

道徳通 ６９１－４０１４ 親切に対応します。

❤ 店舗 喫茶 喫茶さくらんぼ 道徳通 ６９１－２９８６ 高齢者のいこいの場を提供いたします。

❤ 店舗 寿司 ひろみ寿司 観音町 ６９１－０９２８ 気軽に楽しくお食事をどうぞ。

❤ 店舗 喫茶 コーヒールーム　レナ 観音町 ６９２－７４６１

店舗 飲食店 喜楽飯店 観音町 ６９２－６２６０

店舗 喫茶 喫茶　蓮 観音町 ６９２－５４８６

店舗 スーパー ㈱スーパーダイキン 観音町 ６９１－０８８１

店舗 菓子・パン小売業 泉楽堂 泉楽通 ６９１－２４８９

店舗 酒店 (株)山忠商店 観音町 ６９１－６６６７
お客様の立場になって親切、ていねいに対応することを心が
けています。

店舗 酒店 (株)京枝屋酒店 観音町 ６９１－００４７ kyoedaya.comを見てください。

❤ 店舗 喫茶 カフェ・ド・バロック 観音町 ６９２－４４４０

店舗 理美容 ヘアサロンドラゴン 道徳通 ６９１－７３４８

❤ 店舗 理美容 ラビット美容室 観音町 ６９２－７４５８
車いすで入れます。そのままカットなどできます。お気軽に
どうぞ。

店舗 接骨院 道徳鍼灸接骨院 観音町 ６９２－１７６１
皆様のお役に立てればと日々思っております。お気軽にお立
ち寄りください（＾_＾）

店舗 洋菓子 ナルハマ洋菓子店 観音町 ６９２－２０２７ 低価格でお客様にやさしく親切に対応します。

店舗 喫茶 珈琲のカワナ 観音町 ６９２－５５８１ 地域のみなさんとのつながりを大事にしています。

❤ 店舗 薬局 アベ薬局 観音町 ６９１－６５７０ お気軽にご相談にのります。

店舗 酒店 安藤酒店 道徳新町 ６９１－７８９７

あなたの街のここバリすぽっと(明豊中学校区）

あなたの街のここバリすぽっと(大江中学校区）



店舗 日用品 タオルの江光 道徳新町 ６９２－２０１９ お客様に丁寧に商品説明します。

店舗 喫茶 喫茶ベル 泉楽通 ６９２－１０２０

❤ 店舗 銭湯 七福湯 観音町 ６９１－７８３４
血圧計が設置してあります。
フリー掲示板があります。発表会、イベント告知にご利用く
ださい。

❤ 施設 高齢者
デイサービスセンター
はるかぜ

観音町 ６９３－１７００ お困りのことがありましたら気軽にご相談ください。

店舗 喫茶 こはる日和 道徳通 ６９１－１３２２ トイレお貸しします。どんな方でも楽しんでいただけます。

❤ 施設 高齢者 悠々ハウス道徳 泉楽通 ７４６－２３１０
福祉のチラシを置いています。道案内や身体が痛い方などへ
の運動のアドバイスなど、ご説明させていただきます。

❤ 施設 高齢者 悠々ハウス呼続 戸部下一丁目 ６０２-５３３５
半日型デイサービスです。道が分からない方に道案内した
り、トイレを利用されたい方に対しトイレをお貸しします。
また、福祉関係のチラシを置いています。
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❤ 店舗 喫茶・ギャラリー 隠れ家ギャラリーえん 呼続一丁目 ８２２－７０８８
小さなお子様も安心してくつろげますので、お子様連れでも
お気軽にお越しください。地域の活性化活動もしており、地
元との密なつながりを目指しています。

❤ 施設 児童
子ども家庭支援センター
さくら（名古屋養育院
内）

呼続四丁目 ８２１－７８６７
入口が自動ドアでバリアフリーです。トイレも車いす用で
す。広場を開催しているので、気軽に遊びに来てください。

店舗兼
施設

洋菓子 ぼーたん 呼続元町 ８２３－９１９０
精神障がいをお持ちの方たちが働く場所です。洋菓子の製
造・販売を行っています。

❤ 店舗 仏具 稲葉佛檀店 岩戸町 ８２３－４０００

・趣味で作った野菜をご近所の方に購入いただき、その売上
げを区内の障害者施設に寄付しています。
・新聞で作ったエコバックを作り、活用しています。

店舗 飲食店 泉玉 呼続二丁目　 ８１１－４３１７
サロン「わがまちお日まち」の会場に使っていただいていま
す。

施設・
店舗

喫茶・飲食 集 城下町 ８２１－６９３５

「集（つどい）」は“地域に開かれた喫茶・食堂の店”を目
指し、営業しています。ここで多くのお客様が集い、そして
様々のつながりのきっかけとなればと思います。おいしいラ
ンチ・ドリンク・デザートをご用意していますので、ぜひ一
度お越しください。

店舗 新聞
中日新聞
大磯神谷新聞店

薬師通2 ８１１－１３３０

❤ 店舗 銭湯 名古屋温泉 城下町１ ８２４-４６４５ “人とのつながりを大事に”がモットーです。

店舗 銭湯 呼続温泉 呼続１ ８１１－４６８１ 気軽にお声掛けください。トイレ貸します。道案内します。

❤ 店舗 飲食店 居酒屋ゆいとん家 大磯通４ 811-0228
子どもさんやお年寄りが集まっておしゃべりしたり、食事を
したりして楽しめる場所です。

❤ 店舗 ジム きらめきフィットネス 呼続2丁目1 825-7567
お身体の悩みに気軽に相談にのります。やさしく笑顔で接す
ることを心がけています。介護予防に特化したジムで皆様を
元気にします。

あなたの街のここバリすぽっと(新郊中学校区）

http://www.kakurega-en.com/
http://www.tobec.info/
http://inababutudan.co.jp/
http://kirameki-fitness.com/
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❤ 店舗 接骨院 あおぞら鍼灸接骨院 鳥栖一丁目 ８２３－５６６２
出張マッサージ・はり治療はおまかせください。
心のケアと体のケアをサポートします。

施設 有料老人ホーム なごみの家　鶴里 桜台二丁目 ８８３－８７５３ 困ったときには相談してください

❤ 施設 高齢者施設 たのしい家　鶴里 中江２
８１１－０８２１
８２２－６８２１

地域の方々に会議等で使用いただけるスペースをお貸しして
おります。毎週金曜日には「とくし丸」（移動販売）で買い
物をお楽しみいただけます。

❤ 店舗 スーパー イオンモール新瑞橋 菊住一丁目 ８２９－２１１１
お買物に補助が必要な場合は、どうぞお気軽にインフォメー
ションまでお申出ください。

❤ 店舗 スーパー
ピアゴ・ラ・フーズコ
ア・アラタマ店

駈上一丁目 ８２２－３１３１
2階のトイレ前には新瑞橋周辺の歴史が掲載してあります。
お気軽にお声掛けください。

❤ 店舗 不動産 (株)新東商事 菊住二丁目 ８１１－６１６１ 道案内、電話、休憩お気軽にどうぞ。

❤ 施設 高齢者 ミライプロジェクト新瑞橋 平子一丁目 ８８３－８０１２

・いつでも気軽にお立ち寄りください。
・トイレご利用できます。
・飲み物自販機あります。
・デイサービス・レゴブロック見学できます。デイサービス
のことで分からない事がありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。

施設 児童
カトレア・サービス
アーチさくら

見晴町 ８１１－２９４９

児童発達支援事業と放課後等デイサービスを行っています。
遊びやさまざまな取り組みを通して、子どもたち同士がかか
わりを持ち、楽しみながらコミュニケーションや生活する力
を身につける場所になっています。

❤ 施設 障がい者施設 ニコニコハウス鶴里 鶴里町 ８２５－０７１１ ・店内で、障がいのある方たちが作ったクッキー、パン、ラ
スク、ふきん、ハンカチを販売しています。

❤ 施設 高齢者 ニコニコデイサービス鶴里 鶴里町 ８２５－０７１１

❤ 施設 高齢者 介護支援センターなごみ 鶴里町 ８２５－０７１１

施設 高齢者
ヘルパーステーションわ
はは

鶴里町 ８２５－０７１１

❤ 施設 障がい者施設
るっくコーポレーショ
ン

扇田町 ８１1－３７７６ お気軽にお声をおかけください。

店舗 喫茶 喫茶オアシス 寺崎町 ８２１－９５０５ 車椅子OKです。地域の皆さんの憩いの場です。

❤ 店舗 喫茶 コーヒーハウスえくぼ 桜台 ８２１－４３１４
道案内します。トイレ貸します。昔のままのコーヒー、昔の
儘の値段で頑張っています。

❤ 店舗 スーパー 生鮮ひろばサンエース新郊通店菊住 ８１９－６８１０

発がん性の高いタール色素の完全撤廃。無添加・非遺伝子組
換え・無農薬商品を多数扱い、地域の皆様の健康長寿に貢献
します。地域の買い物に困っている人に「とくし丸」（移動
販売）を行っています。

❤ 店舗 治療院 ふうすい堂氣功指圧院 菊住2丁目 ８２２－４４４８ 健康相談してます。健康体操やってます。(無料)

❤ 店舗 理美容 アルフレッド 桜台一丁目 ８８３－８２９０
道案内できます。その他、困った事があれば気軽に声をかけ
て下さい。

❤ 店舗 中国厨房YUAN（ユアン） 菊住２丁目 811－2969

「日本人シェフが作る素材と油にこだわったヘルシー中華」当店
では医食同源の考えに基づきなるべく多くの野菜を取り入れる様
にしています。コレステロール０の油や自家製調味料「天然」
「直送」の食材など、ヘルシーで安全な食材を使用しています。
二階はキッズルームがあるので、お子様連れのお客様でも安心し
てお食事を楽しむ事ができます。

あなたの街のここバリすぽっと(桜田中学校区）

http://aozora.md/
http://www.nagominoie.info/
http://aratamabashi.aeonmall.com/
http://miraiproject.co.jp/
http://www.nikoniko-house.jp/
http://www.nikoniko-house.jp/
http://www.nikoniko-house.jp/
http://www.fusuido.net/
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❤ 店舗 喫茶 喫茶ミハル 笠寺町 ８２２－５４６４
熱いハートでがんばります。みんなで一緒にカンバしようぜ
～！

❤ 店舗 飲食店 ゆたかや 笠寺町 ８１１－２４８４
車いすでおみえになる方に気をつけてご案内するようにして
います。お客様同士が長くお話ができる様、お茶のおかわり
に気をつけています。

施設・
店舗

雑貨 to-be 西桜町 ８２３－４７１８
手作り雑貨のお店です。お気軽にお立ち寄りください。精神
障がい者が自分らしさを取り戻していく為のスポットです。
一人ひとりの思いを大切に受け止めたいと思います。

❤ 店舗 理美容 とこやさんアバンティ 西桜町 ８２２－２５４９ 子どもさんから高齢の方までお気軽にどうぞ。

❤ 施設 児童 ろばのこ療育園 本城町 080-4306-0044
地域の拠点のお仲間に入れてください。子育て中の不安、悩
み、迷い等をご相談ください（駐車場20台完備、相談支援
従事者配置）

店舗 理美容 美容室　ロイヤル 柵下町 ８２１－２６１９
自転車の空気入れをお貸ししますので、お困りの時はどうぞ
お声がけください。

店舗 新聞
中日新聞　笠寺専売店
ますだ新聞店

前浜通3-21　 ８１１－４５８８

・店は区役所・バス停の近くにあり、必ず人がいます。お困
りのことがあったら、いつでもどうぞ。・『み・まも～る』
という、新聞を毎日配達することで毎日の安否を確認する活
動を行っています。新聞が取り込まれていないと、即非常事
態と判断して、指定の連絡先に連絡します。申込無料です。

❤ 施設 障がい者施設
南区障害者基幹相談支
援センター

寺部通3丁目 ８２２－３００１
障がいのある方の各種相談や情報提供などの支援を総合的に
行っています。

店舗 障がい者施設 中電ウイング株式会社 立脇町 ８１９－０６２１

障がい者（チャレンジド）と健常者が心と力を合わせて働く
会社です。多くの方に職場見学をしていただいておりますの
で、ぜひ一度ご見学にお越しください（要予約）。また、花
苗・木玉等の店頭販売、中部の“いいもの”をお届けする
WEBショップも実施しています。

店舗 喫茶 珊瑚礁 星宮町 ８２１－１０８７
地域の方への情報提供に協力します。高齢者の多い地域なの
で、我々もお手伝いできれば、と思っています。

店舗 喫茶 カフェレスト山路 柵下町 ８２２－３３１４
車いすの方もどうぞ。
その他お困りごとがありましたら、何でも声をかけてくださ
い。

❤ 店舗 洋品 リトルマミー 笠寺町 ８２２－０１９０

施設 高齢者
デイサービスらしく笠
寺

前浜通 ６１９－６２０２
トイレお貸し致します。笠寺周辺の散歩をしています。「ら
しく」ポロシャツが目印。是非声をかけてください。

施設 障がい者施設
社会福祉法人ゆたか福
祉会
ふれあい共同作業所

南野2丁目 ６１３－２４７９
本会作業所、南区役所、南区社会福祉協議会でペットのおや
つを販売しています。

店舗 喫茶 珈琲　すみれ 元鳴尾町 ８１１－１２４３
お一人でもお気軽に入れる店だと思います。お話しにきませ
んか。

❤ 施設 高齢者 笠寺福祉会館 白雲町 ８１１－１２８２

60歳以上の高齢者が集う公共施設です。介護予防と趣味を
通じた仲間づくりで充実したシルバーライフを。昭和を懐か
しむ回想法、入浴、健康と福祉の相談や講話も行っていま
す。

店舗 家具屋 (有)インテリアスエヒロ 明円町 ８２２－２９５５ 何でもお気軽にお声をかけてください。

店舗 喫茶 喫茶みき 鳥山町 ８２３－２６５５ お困りごとがありましたら、気軽に声をかけてください。

❤ 店舗 理美容 整体　中野義三 丹後通2丁目 ６１２－１４５７
地域社会発展のため、福祉活動に取り組ませて頂いています。ひ
とりで悩むことのないよう、社協等専門の方々と橋渡しをさせて
頂きます。お気軽に声をかけてください。

❤ 施設 高齢者 グループホームなも 鳴尾１丁目 ６１４－５５６２
・トイレ貸します
・いっぷく休憩できます
・福祉関係のチラシ置きます

❤ その他 サロン イエローハウスだんらん 星崎１丁目
日・祝を除き毎日午前10時～午後2時頃までオープンして
います。手作りコーナーに参加していただければと思いま
す。楽しんでください。

❤ 施設 高齢者 悠々ハウス笠寺 前浜通4丁目 ８２９－１１２０
トイレお貸しします。スタッフより道案内します。福祉関係
のチラシ設置しています。

あなたの街のここバリすぽっと(本城中学校区）

http://ろばのこ療育園.nagoya/
http://www.seitai-nakanoyosizo.com/


種別 種別2 名称 住所１ 電話 取り組んでいただけること、PR等

❤ 店舗 アトリエ 美術研究所あとりえ 西又兵ヱ町 ６１４－１１３３
何でもお尋ねください。相談にのります。個人の絵画・工作
の塾をしています。障がい者の方もみえます。

店舗 理美容 理容まつばら 西又兵ヱ町 ６１２－０６０２ ケア理容師のいるお店です。車イスでの利用もできます。

❤ 店舗 理美容 トップ理容 西又兵ヱ町 ６１１－８３４６ 車いすでも気軽にどうぞ。

店舗 洋菓子
パティスリー・ドゥ・
ド・ボワ

加福本通１ ６１４－５５０７
福祉施設の授産製品や南区社協キャラクターグッズの販売を
しています。“おもてなしを”大切にしています。

❤ 施設 高齢者
社会福祉法人緑生福祉会
特別養護老人ホーム南生
苑

西又兵ヱ町 ６１９－５３１０
南生苑では毎週金曜日14時～16時の間、地域の皆さまにに施設
開放し、カラオケ・シニアヨガ・工作・麻雀など週替わりで催し
物がございます。お気軽にお越しください。

❤ 店舗 新聞
中日新聞大江・森新聞
店

中割町 ６１１－１７１１
緊急事態支援サービス「み・まも～る」を実施（配達エリア
限定）しています。

施設 障がい者施設
社会福祉法人ゆたか福祉
会
みのり共同作業所

元塩町３丁目 ６１２－６２３７
福祉サービスの相談（当施設の利用に関わらず福祉全般）に
のります。

店舗 喫茶
コーヒーハウスモーニ
ン

中割町 ６１２－０４２２ トイレお貸しします。困りごとがあればお手伝いします。

種別 種別2 名称 住所 電話 取り組んでいただけること、PR等

❤ 店舗 化粧品 ゑびすや 鳴浜町 ６１１－２８０２

店舗 新聞
中日新聞　柴田専売店
上西新聞店

鳴尾町 ６１１－４８３２

店舗 飲食店 亀屋 大同町 ６１２－２２５５ 季節の日本料理（うなぎ、ふぐ、総菜、ハモ料理も）

❤ 店舗 薬局 合資会社　福井薬局 柴田本通 ６１１－５４６８
車いすで入れます。耳の不自由な方の簡易補聴器あります。
筆談もOKです。

❤ 店舗 理美容
美容室ＣＯＲＯＡＩ
(クープ・ドゥグループ)

柴田本通 ６１３－０９４７
車いすのままでカットさせていただきます。車いすもご用意
しています。65歳以上の方には平日無料送迎いたします
（５Km以内）。

❤ 店舗 仏具 加藤仏具店 柴田本通 ６１１－０７２２
私共でできる限りのお手伝いをいたします。
日本文化伝統の一員としてお茶、お花のボランティアをいた
します。

店舗 靴店 末広屋靴店 鳴浜町 ６１１－３４１０
車いすの方が困っている時協力します。足に合う靴をおすす
めします。

店舗 花 昇花園 三吉町 ６１１－２２８７

❤ 店舗 写真 コヤマカメラ店 三吉町 ６１１－２７４０
障害者手帳用の証明写真代を半額にします。
車いすのまま撮影が可能です。

店舗 飲食店 道辰 鳴浜町 ６１１－３４５８ 1人前のお惣菜もあります。

❤ 施設 児童
アーチしばた児童心身
発達センター

柴田本通 ６１３－２９４９
発達に気になるところのある子どもが楽しくすごせるよう環
境整備しています。

❤ その他 その他
南区公害病患者と家族
の会

三吉町 ６１１－２９９８
何でも相談にのります。事務所が開いている場合はトイレも
お貸しします。車いすでも入れます。

❤ 施設 高齢者
有料老人ホーム
サントピアみなみ

天白町 ６１１－６０２６
ひとり暮らしや、昼間は家族が不在で不安な方、介護に関す
る事は何でもご相談ください。

❤ 施設 高齢者 くつろぎの家　花乃舎 三吉町 ６１１－０８３５

施設 高齢者 デイサービス花乃舎 三吉町 ６１４－８７０８

店舗 飲食店 だるまや支店 三吉町 ６１２－０９１１ 車いすのお客さんも多いお店です。

❤ 施設 障がい者施設
社会館生活支援セン
ターぴぼっと

要町 ６１１－０７０７
障がいのある方や家族からの相談を受けています。建物はバ
リアフリーですので、トイレなど利用してください。（車い
すも可）

❤ 店舗 理美容 理容ヤマダ 天白町 ６１１－６９２２ 足のご不自由な方は送迎いたします。

店舗 美容院 ルノワール 白水町 ６１２－７６０８ お気軽にどうぞ

❤ その他 その他 元白水米穀店 白水町

店舗 中村商店 元柴田西町 ６１１－７７２４ お気軽にどうぞ

店舗 銭湯 柴田温泉 元柴田西町 ６１２－９１２８
困ったときは声掛けします。地域の皆さんの集まっておしゃ
べりできる場所になっています。

あなたの街のここバリすぽっと(名南中学校区）

あなたの街のここバリすぽっと(南光中学校区）

http://www.ryokusei-fukushi.jp/nanseien/index.html
http://www.ryokusei-fukushi.jp/nanseien/index.html
http://www.ryokusei-fukushi.jp/nanseien/index.html


種別 種別2 名称 住所 電話 取り組んでいただけること、PR等

❤ 店舗 法律 丸田司法書士事務所 瑞穂区弥富通 ２１７－８３６２ 介護の情報提供いたします。

店舗 喫茶 喫茶みどり 瑞穂区浮雲町 ６９２－７５２５

店舗 喫茶 喫茶しんげつ 瑞穂区浮雲町 ６９２－５５９１

❤ 店舗 理美容 ヘアサロンリコラ 瑞穂区内浜町 ８２２－７０２２

福祉理美容師の資格を持っているので安心してご利用してい
ただけます。車いすでのカットもできます。スロープがあり
ます。トイレお貸しします。キッズルームあります。ベビー
カーでも入れます。在宅訪問はじめました。

❤…パンフレットスタンド設置店 計　133か所

…HPにリンク

あなたの街のここバリすぽっと(区外）あなたの街のここバリすぽっと(区外）

http://www.licolahair.com/

