
平成18年度　荷さばき対策協力駐車場

件数 物件名 住　　所 長さ 幅 高さ 重さ 収容台数

1 港区六本木５－５－１２ - - - 2.0 20台

2 ＧＳパーク 青戸駐車場 葛飾区青戸５丁目１５ - - - - 10台

3 ＧＳパーク 南池袋駐車場 豊島区南池袋３－１２ - - - - 10台

4 ＧＳパーク 江東橋駐車場 墨田区江東橋３－７ - - - - 11台

5 ＧＳパーク 下北沢駐車場 世田谷区北沢２－２－１１ - - - - 12台

6 ＧＳパーク 西葛西駐車場 江戸川区西葛西５－５ - - - - 15台

7 ＧＳパーク 東上野駐車場 台東区東上野２－１９－８ - - - - 15台

8 ＧＳパーク 京島駐車場 墨田区京島１－３７ - - - - 15台

9 ＧＳパーク 亀戸駐車場 江東区亀戸２－９ - - - - 19台

10 ＧＳパーク 西早稲田駐車場 新宿区西早稲田２－２０－１０ - - - - 28台

11 ＧＳパーク 神宮前駐車場 渋谷区神宮前２－１７ - - - - 32台

12 パークイット 中目黒駐車場 目黒区上目黒１－１８ 5.0 1.9 3.0 2.5 37台

13 パークイット 勝どき駅前 中央区勝どき２－８－４ 5.0 1.9 3.0 2.1 73台

14 (財)道路整備保全公社 今井橋駐車場 江戸川区江戸川４丁目４番先（今井橋下） 5.0 1.9 2.8 - 14台

15 (財)道路整備保全公社 大島七丁目駐車場 江東区大島７丁目４３ 5.0 1.9 2.8 - 3台

16 (財)道路整備保全公社 平野三丁目第二駐車場 江東区平野３丁目８番 5.0 1.9 2.8 - 4台

17 (財)道路整備保全公社 平野四丁目駐車場 江東区平野４丁目１３ 5.0 1.9 2.8 - 8台

18 (財)道路整備保全公社 木場公園前駐車場 江東区木場３丁目１６番 5.0 1.9 2.8 - 4台

19 (財)道路整備保全公社 虎ノ門一丁目第三駐車場 港区虎ノ門１丁目２３番 5.0 1.9 2.8 - 9台

20 (財)道路整備保全公社 虎ノ門一丁目駐車場 港区虎ノ門１丁目２３番 5.0 1.9 2.8 - 6台

21 (財)道路整備保全公社 虎ノ門一丁目第二駐車場 港区虎ノ門１丁目２５番内 5.0 2.3 2.8 - 5台

22 (財)道路整備保全公社 虎ノ門一丁目第四駐車場 港区虎ノ門１丁目２６－１２ 5.0 1.9 2.8 - 5台

23 (財)道路整備保全公社 虎ノ門二丁目第二駐車場 港区虎ノ門２丁目９番８号 5.0 1.9 2.8 - 21台

24 (財)道路整備保全公社 西新橋第三Ｂ駐車場 港区西新橋２丁目２７ 6.3 1.9 2.8 - 20台

25 (財)道路整備保全公社 西新橋第五駐車場 港区西新橋２丁目２８番 5.0 1.9 2.8 - 7台

26 (財)道路整備保全公社 西新橋二丁目駐車場 港区西新橋２丁目３０番 5.0 1.9 2.8 - 4台

27 (財)道路整備保全公社 愛宕通り東駐車場 港区西新橋２丁目３１ 5.0 2.3 2.8 - 8台

28 (財)道路整備保全公社 北青山一丁目駐車場 港区北青山１丁目７番 5.0 1.9 2.8 - 4台

29 (財)道路整備保全公社 六本木駐車場 港区六本木１丁目（高速２号線高架下） 5.0 1.9 2.8 - 47台

30 (財)道路整備保全公社 小金井桜町駐車場  小金井市桜町１丁目７番１５号 5.0 1.9 2.8 - 8台

31 (財)道路整備保全公社 花小金井六丁目第二駐車場 小平市花小金井６丁目１０５－８０ 5.0 1.9 2.8 - 3台

32 (財)道路整備保全公社 花小金井六丁目駐車場 小平市花小金井６丁目１３６－７ 5.0 1.9 2.8 - 5台

33 (財)道路整備保全公社 市谷薬王寺駐車場 新宿区市谷薬王寺町８８－２ 5.0 1.9 2.8 - 4台

34 (財)道路整備保全公社 大宮和田堀駐車場 杉並区大宮２丁目１番１４号先 5.0 1.9 2.8 - 7台

35 (財)道路整備保全公社 神保町クレジットカード専用駐車場 千代田区神田神保町２丁目１０番 5.0 1.9 2.8 - 4台

36 (財)道路整備保全公社 新板橋駅前駐車場 板橋区板橋４丁目８番１号 5.0 1.9 2.8 - 13台

37 (財)道路整備保全公社 東池袋Ａ駐車場 豊島区東池袋４丁目３５番 5.0 2.4 2.4 - 24台

38 (財)道路整備保全公社 東池袋Ｂ駐車場 豊島区東池袋４丁目３７番 5.0 2.3 2.8 - 14台

39 (財)道路整備保全公社 平和台第二Ｃ駐車場 練馬区平和台３丁目２０番５号 5.0 1.9 2.8 - 4台

40 ル・パルク 三軒茶屋第1 世田谷区太子堂4－3－4 5.0 1.8 - - 11台

41 ル・パルク 東日暮里 荒川区東日暮里5－39－8 5.0 1.8 - - 9台

梅の木駐車場



平成18年度　荷さばき対策協力駐車場

件数 物件名 住　　所 長さ 幅 高さ 重さ 収容台数

42 ル・パルク 板橋 板橋区板橋2－20－7 5.0 1.8 - - 8台

43 ル・パルク 大山 板橋区大山東町29－6 5.0 1.8 - - 3台

44 ル・パルク 葛西 江戸川区北葛西4－1－43 7台

45 ル・パルク 江戸川中央 江戸川区中央3－12－14 5台

46 ル・パルク 北小岩 江戸川区北小岩2－14－7 47台

47 ル・パルク 小岩 江戸川区西小岩4－2－9 5.0 1.8 - - 3台

48 ル・パルク 中葛西 江戸川区中葛西3－24－12 5.0 1.8 - - 4台

49 ル・パルク 蒲田 大田区蒲田本町1－2－5 5.0 1.8 - - 37台

50 ル・パルク 馬込 大田区東馬込2－16－4 5.0 1.8 - - 5台

51 ル・パルク 新小岩 葛飾区新小岩2－41 5.0 1.8 - - 3台

52 ル・パルク 葛飾 葛飾区立石2－9－1 5.0 1.8 - - 4台

53 ル・パルク 東新小岩 葛飾区東新小岩7－8 5台

54 ル・パルク 王子第4 北区王子1－26－8 5.0 1.8 - - 3台

55 ル・パルク 木場 江東区木場3－16 5.0 1.8 - - 11台

56 ル・パルク 新大橋 江東区新大橋1－1－8 6台

57 ル・パルク 亀戸 江東区亀戸3－61 5.0 1.8 - - 9台

58 ル・パルク 西五反田第1 品川区西五反田3－8－8 18台

59 ル・パルク 東五反田第2 品川区東五反田5－9－22 5.0 1.8 - - 30台

60 ル・パルク 渋谷 渋谷区渋谷2－12－3 5.0 1.8 - - 20台

61 ル・パルク 新宿第1 新宿区北新宿1－5－1 6台

62 ル・パルク 西新宿 新宿区西新宿8－20 5.0 1.8 - - 34台

63 ル・パルク 荻窪 杉並区荻窪4－31－1 5.0 1.8 - - 24台

64 ル・パルク 菊川 墨田区菊川1－18－5 5.0 1.8 - - 28台

65 ル・パルク 上北沢 世田谷区上北沢4－19－19 5.0 1.8 - - 7台

66 ル・パルク 雷門 台東区雷門1－4－2 5.0 1.8 - - 21台

67 ル・パルク 中央浜町第2 中央区東日本橋1－8－1 5.0 1.8 - - 12台

68 ル・パルク 布田第1 調布市布田1－4－1 5.0 1.8 - - 20台

69 ル・パルク 布田第2 調布市布田1－4－1 5.0 1.8 - - 5台

70 ル・パルク 巣鴨第2 豊島区巣鴨2－4 5.0 1.8 - - 16台

71 ル・パルク 東大泉第2 練馬区東大泉2－9－4 12台

72 ル・パルク 石神井 練馬区石神井2－14－3 5.0 1.8 - - 5台

73 ル・パルク 小石川第2 文京区小石川1－21－9 5.0 1.8 - - 6台

74 ル・パルク 湯島 文京区湯島3－15－2 60台

75 ル・パルク 赤坂 港区赤坂6－2－13 25台

76 ル・パルク 西新橋 港区西新橋2－13－9 4台

77 ル・パルク 白金台第1 港区白金台3－14 16台

78 ル・パルク 吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町2－15－30 5.0 1.8 - - 5台

79 パートナ 江東橋4丁目 墨田区江東橋4-4-3

80 パートナ 浅草橋2丁目 台東区浅草橋2-22-9

81 パートナ 台東4丁目 台東区台東4‐23‐9

82 パートナ 外神田 千代田区外神田6-3-7



平成18年度　荷さばき対策協力駐車場

件数 物件名 住　　所 長さ 幅 高さ 重さ 収容台数

83 パートナ 小石川1丁目 文京区小石川1-27-5

84 パートナ 湯島2丁目 文京区湯島2-1-15

85 パートナ 赤塚新町1丁目 板橋区赤塚新町1-25-5

86 パートナ 左門町 新宿区左門町19-5

87 パートナ 矢来町第2 新宿区矢来町13番

88 パートナ 阿佐ヶ谷南2丁目 杉並区阿佐ヶ谷南2‐4‐3

89 パートナ 等々力7丁目 世田谷区等々力7-16-1

90 パートナ 奥沢7丁目 世田谷区奥沢7-51-11 5.0 1.9 - 2.5 3台

91 パートナ 飯田橋3丁目 千代田区飯田橋3-7-6

92 パートナ 千早町1丁目 豊島区千早町1-36

93 パートナ 戸越銀座 品川区平塚2-15-3

94 パートナ 上目黒4丁目 目黒区上目黒4-11-3

95 パートナ 五本木1丁目 目黒区五本木1-41-4

96 パートナ 学芸大学駅前第2 目黒区鷹番3-6-10

97 パートナ 千住2丁目第2 足立区千住2-3

98 パートナ 西新宿6丁目 新宿区西新宿6-15

99 パートナ 茅場町3丁目 中央区茅場町3-10-7

100 パートナ 赤坂7丁目 港区赤坂7-5-56

101 パートナ 麻布十番2丁目 港区麻布十番2-19-8 5.0 1.9 - 2.5 3台

102 パートナ 大森町2丁目 大田区大森東2-3-20

103 パートナ 町屋1丁目 荒川区町屋1-2-5

104 パートナ 田端１丁目 北区田端1丁目14

105 パートナ 北上野2丁目第2 台東区北上野2-14-5

106 パートナ 日本橋箱崎町 中央区日本橋箱崎町10

107 パートナ 小石川2丁目 文京区小石川2-17-24

108 パートナ 東中延2丁目 品川区東中延2-4-8

109 パートナ 神宮前5丁目 渋谷区神宮前5-17-12

110 パートナ 市ヶ谷砂土原町 新宿区市ヶ谷砂土原町3-8

111 パートナ 矢来町第1 新宿区矢来町64番

112 パートナ 経堂１丁目 世田谷区経堂1-1-10

113 パートナ 千早町1丁目第2 豊島区千早町1-12

114 パートナ 五本木1丁目第4 目黒区五本木1-17-7

115 パートナ 亀有北 葛飾区亀有5-41-3 - - - - 6台

116 パートナ 平河町2丁目 千代田区平河町2-12-18

117 パートナ 青物横丁 品川区南品川2-3-2

118 パートナ 田端新町 北区田端新町3-13-1 - - - - 6台

119 パートナ EAK木場2丁目 江東区木場2-16-9

120 パートナ 浅草橋駅前 台東区浅草橋1-4-8

121 パートナ 台東3丁目 台東区台東3-11-2

122 パートナ 富士見 千代田区富士見2-5-1 - - - - 10台

123 パートナ 大山町 板橋区大山町44-1



平成18年度　荷さばき対策協力駐車場

件数 物件名 住　　所 長さ 幅 高さ 重さ 収容台数

124 パートナ 矢来町第3 新宿区矢来町51番

125 パートナ 田園調布1丁目 世田谷区田園調布1-61-3

126 パートナ 池袋3丁目 豊島区池袋3丁目

127 パートナ 椎名町第2 豊島区長崎1-19-12

128 パートナ 椎名町 豊島区長崎1-19-13

129 パートナ 羽沢１丁目 練馬区羽沢1-3-12

130 パートナ 五本木1丁目第3 目黒区五本木1-6-3

131 パートナ 五本木1丁目第2 目黒区五本木1-17-10

132 パートナ 自由が丘1丁目第2 目黒区自由が丘1-19-20

133 パートナ 学芸大学駅前 目黒区鷹番3-5-13 - - - - 11台

134 パートナ 吉祥寺本町2丁目 武蔵野市吉祥寺本町2-14-20 - - - - 7台

135 パートナ 千住2丁目 足立区千住2-35 - - - - 17台

136 パートナ 原町田2丁目 町田市原町田2-1-10 4.7 1.7 - - 3台

137 パートナ 八重洲2丁目 中央区八重洲2-5

138 パートナ 四谷3丁目 新宿区四谷3丁目1-11 - - - - 18台

139 パートナ 東尾久5丁目 荒川区東尾久5-26-1

140 パートナ 町屋6丁目 荒川区町屋6-1-3 - - - - 8台

141 パートナ 赤羽2丁目 北区赤羽2-8-9

142 パートナ 錦糸町第1 墨田区大平1-11-9

143 パートナ 扇橋2丁目 江東区扇橋2-6-13

144 パートナ 台東2丁目 台東区台東2-11-9

145 パートナ 東上野4丁目 台東区東上野4-3-12

146 パートナ 西神田2丁目 千代田区西神田２－２ 5.0 1.9 - 2.5 6台

147 パートナ 大山金井町 板橋区大山金井町36-4 5.0 1.9 - 2.5 3台

148 パートナ 二十騎町 新宿区二十騎町1-17

149 パートナ 東五軒町 新宿区東五軒町1-2

150 パートナ 新町2丁目 世田谷区新町2-2-3

151 パートナ 瀬田2丁目 世田谷区瀬田2-19-27

152 パートナ 駒沢大学駅前 世田谷区上馬4-3-5

153 パートナ 用賀2丁目 世田谷区用賀2-33-21

154 パートナ 中野本町4丁目 中野区本町4-46-6

155 パートナ 祐天寺駅前 目黒区五本木1-13-10

156 パートナ 鷹番3丁目 目黒区鷹番3-21-6 - - - - 7台

157 パートナ 目黒南2丁目 目黒区南2-9-10

158 パートナ 目黒本町2丁目 目黒区目黒本町2-27-20 - - - - 10台

159 パートナ 仙川町 調布市仙川町1-9-59

160 パートナ 西池袋 豊島区西池袋3丁目15-20

161 パートナ 赤坂8丁目 港区赤坂8-8-4

162 パートナ 西尾久2丁目 荒川区西尾久2丁目8番地

163 パートナ 錦糸町第4 墨田区大平2-7-7

164 パートナ 佐賀1丁目 江東区佐賀1-1-15



平成18年度　荷さばき対策協力駐車場
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165 パートナ 門前仲町2丁目 江東区門前仲町2-2-9

166 パートナ 筑土 新宿区筑土八幡町1-1

167 パートナ 北上野2丁目 台東区北上野2-8-3

168 パートナ 東田端 北区東田端1-9-13

169 パートナ 西五軒町 新宿区西五軒町1-10

170 パートナ 弁天町第2 新宿区弁天町50

171 パートナ 高円寺南3丁目 杉並区高円寺南3-10-7

172 パートナ 等々力3丁目 世田谷区等々力3-10-10

173 パートナ 上目黒5丁目 目黒区上目黒5‐3-4

174 パートナ 自由が丘1丁目 目黒区自由が丘1-14-9 - - - - 15台

175 パートナ 都立大学駅前 目黒区中根2-1-13

176 パートナ 碑文谷5丁目 目黒区碑文谷5-7-10

177 パートナ 八雲2丁目 目黒区八雲2-25-12

178 パートナ 武蔵野簡易裁判所裏 武蔵野市中町2-4 - - - - 15台

179 パートナ 吉祥寺東町 武蔵野市吉祥寺東町1-25-21 - - - - 12台

180 パートナ 横山町 八王子市横山町19-4 

181 パートナ 西新橋2丁目 港区西新橋2-20-8

182 パートナ 江東橋2丁目 墨田区江東橋2-14-4

183 パートナ 西浅草3丁目 台東区西浅草３-２２-４

184 パートナ 根岸１丁目第2 台東区根岸1-8-5

185 パートナ 本駒込4丁目 文京区本駒込4-8-6

186 パートナ 小石川1丁目第2 文京区小石川1-4-9

187 パートナ 河田町 新宿区河田町3-11

188 パートナ 井の頭小学校裏 武蔵野市吉祥寺本町3-21-3 - - - - 8台

189 パートナ 中町2丁目 武蔵野市中町2-6-8

190 パートナ 平井6丁目 江戸川区平井6-42-14

191 パートナ 芝公園2丁目 港区芝公園 2-12-17

192 パートナ 白山５丁目 文京区白山5-8-13

193 パートナ 納戸町第２ 新宿区納戸町6

194 パートナ 滝野川2丁目 北区滝野川2-35-4

195 パートナ 東中延2丁目第2 品川区東中延2-2

196 パートナ 錦糸町第2 墨田区錦糸2-6-4

197 パートナ 錦糸町第3 墨田区大平2-3-3

198 パートナ 自由が丘3丁目 世田谷区等々力6-1-1 5.0 1.9 - 2.5 3台

199 パートナ 豊玉北６丁目 練馬区豊玉北6-7-9

200 パートナ 納戸町第3 新宿区納戸町32-3

201 パートナ 下目黒2丁目 目黒区下目黒2-16-9

202 パートナ 西池袋3丁目 豊島区西池袋3-22-4

203 パートナ 八丁堀 中央区八丁堀3-27

204 パートナ 八雲3丁目 目黒区八雲3-24-7

205 パートナ なんど町 新宿区納戸町38-1     
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206 パートナ 小伝馬町 中央区小伝馬町8-10  

207 パートナ 中里１丁目 北区中里１-21

208 パートナ 北新宿4丁目 新宿区北新宿4-27-7

209 パートナ 大岡山１丁目 目黒区大岡山1-37-10

210 パートナ 西浅草３丁目第２ 台東区西浅草3-27-5

211 パートナ 下谷１丁目 台東区下谷1-1

212 パートナ 西八王子駅前 八王子市千人町2－19－2

213 パートナ 椎名町第3 豊島区長崎2-27-3

214 パートナ 清川2丁目 台東区清川2-38-7

215 パートナ 大谷口上町 板橋区大谷口上町37-2

216 パートナ 駒込駅前 豊島区駒込1-40-8

217 パートナ 平町2丁目 目黒区平町2-2-9

218 パートナ 千駄木 文京区千駄木4-15-10

219 パートナ 大井町駅前 品川区大井1-9-4 5.0 1.9 - 2.5 5台

220 パートナ 経堂１丁目第２ 世田谷区経堂1-14-21

221 パートナ 恵比寿3丁目 渋谷区恵比寿3丁目9番地

222 パートナ めじろ台 八王子市めじろ台3-1-11 - - - - 14台

223 パートナ 西尾久2丁目第2 荒川区西尾久2-36-6

224 パートナ 小山4丁目 品川区小山4-15-13

225 パートナ 筑土八幡町 新宿区筑土八幡町2

226 パートナ 錦糸町第5 墨田区大平2-1-13

227 パートナ 等々力３丁目第２ 世田谷区等々力3-18-15

228 パートナ 東雲２丁目 江東区東雲2-5-40

229 パートナ 錦糸町第６ 墨田区太平3-5-6

230 パートナ 国立中 国立市中1-19-8

231 パートナ 成増２丁目 板橋区成増2-26-7

232 タイムズ 亀戸第５ 江東区亀戸２－３６ 5.0 1.9 3.8 2.5 29台

233 タイムズ 東五軒町第２ 新宿区東五軒町５－１９ 5.0 1.9 3.8 2.5 20台

234 タイムズ 神楽坂通り 新宿区神楽坂５－１ 5.0 1.9 3.8 2.5 22台

235 タイムズ 青葉台第４ 目黒区青葉台２－１５ 5.0 1.9 2.7 2.5 23台

236 タイムズ 東五反田第１２ 品川区東五反田２－２ 5.0 1.9 2.7 2.5 80台

237 リパーク 押上駅前 墨田区押上１－２５－１０ - - - - 20台

238 リパーク 江東橋１丁目第２ 墨田区江東橋１－４－１１ - - - - 5台

239 リパーク 江東橋２丁目第４ 墨田区江東橋２－８－３ - - - - 11台

240 リパーク 江東橋４丁目 墨田区江東橋４－２５－１４ - - - - 7台

241 リパーク 江東橋４丁目第２ 墨田区江東橋４－６ - - - - 6台

242 リパーク 業平３丁目 墨田区業平３－４－１０ - - - - 7台

243 リパーク 池袋２丁目第２ 豊島区池袋２－７０－３ - - - - 4台

244 リパーク 池袋２丁目第３ 豊島区池袋２－４１－１０ - - - - 6台

245 リパーク 池袋２丁目第４ 豊島区池袋２－６ - - - - 4台

246 リパーク 千早１丁目 豊島区千早１－５－２３ - - - - 10台
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247 リパーク 池袋３丁目第２ 豊島区池袋３－３ - - - - 5台

248 リパーク 東池袋１丁目第２ 豊島区東池袋１－３１－８ - - - - 6台

249 リパーク 池之端１丁目 台東区池之端１－６－１９ - - - - 17台

250 リパーク 上野３丁目 台東区上野３－３－３ - - - - 6台

251 リパーク 浅草５丁目第３ 台東区浅草５－２２－４ - - - - 18台

252 リパーク 元浅草３丁目第２ 台東区３－５ - - - - 4台

253 リパーク 松が谷１丁目 台東区１－９－７ - - - - 10台

254 リパーク 西浅草３丁目第２ 台東区３－１１－８ - - - - 5台

255 リパーク 根岸３丁目第３ 台東区３－１３－５ - - - - 5台


