ナイト
ドッグラン
会場

最寄り駐車場
臨港パークに最も近い駐車場
はp1のみなとみらい公共駐車
場とp2の臨港パーク駐車場に
なります。
p2の臨港パーク駐車場の営業時間
は21:00まで休日割引の最大料金
設定もありません。

p1 みなとみらい公共駐車場(パシフィコ横浜)

p2

臨港パーク駐車場

7:00～24:00 30分270円、1時間540円
料金
30分250円
0:00～7:00 30分130円、1時間260円
＊平日割引 8:00～21:00は最大1100円 （特定日を除く）
［平日割引］ 7:00～24:00は最大1,350円
営業時間
8:00～21:00
［休日割引］ 7:00～24:00は最大1,850円 （適用日：土日祝 及び 特定日）
収容台数
100台
営業時間
7:00～24:00 （無休）
普通車（車長5.3m/車幅2.0m/車高2.0m/重量4.0t 以下まで）
＊夜間の出庫は24時間可能です
収容台数
1,176台
p2の臨港パーク駐車場の営業時間は21:00まで
!
普通車 （車長6.0m、車幅2.2m、車高2.1m、重量4.0t 以下まで）
休日割引の最大料金設定もありません。
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駐車場名

所在地

P

駐車場 リ ス ト
収容台数

桜木町駅周辺

駐車場名

所在地

収容台数

横浜駅東口周辺

HULIC みなとみらい駐車場

横浜市中区桜木町 1-1-7

549 台

横浜ベイクォーター駐車場

横浜市神奈川区金港町 1-10

730 台

トラストパーク クロスゲート

横浜市中区桜木町 1-1-67-B2

121 台

そごう パーキング館

横浜市神奈川区金港町 1-1

560 台

ランドマーク駐車場

横浜市西区みなとみらい 2-2-1

1414 台

横浜駅東口第 2 駐車場

横浜市西区高島 2-6-38

290 台

タイムズみなとみらい第 2

横浜市中区北仲通 6-64

横浜駅東口地下駐車場

横浜市西区高島 2-18-1

500 台

スカイビル駐車場

横浜市西区高島 2-19-12

351 台

ポートサイド地下駐車場

横浜市神奈川区栄町 6

200 台

臨港パーク駐車場

横浜市西区みなとみらい 1-1-1

100 台

横浜三井ビルディング駐車場

横浜市西区高島 1-1-2

153 台

横浜東口ウィスポートビル駐車場

横浜市西区高島 2-6-32

アルカエフ駐車場

横浜市西区みなとみらい 4-2-7

350 台

横浜アイマークプレイス駐車場

横浜市西区みなとみらい 4-4-5

256 台

オーケーみなとみらいビル駐車場

横浜市西区みなとみらい 6-3-6

555 台

みなとみらい公共駐車場（パシフィコ横浜）

横浜市西区みなとみらい 1-1-1

1176 台

268 台

赤レンガ倉庫周辺
赤レンガパーク第一駐車場

横浜市中区新港 1-1

83 台

赤レンガパーク第二駐車場

横浜市中区新港 1-1

96 台

カーオアシス赤レンガ倉庫前第 1 〜 4

横浜市中区新港 1-6

138 台

横浜ワールドポーターズ駐車場

横浜市中区新港 2-2-1

日新万国橋駐車場

横浜市中区海岸通 5-25-1

1000 台
300 台

関内周辺
中小企業センター駐車場

横浜市中区尾上町 5-80

横浜市馬車道地下駐車場

横浜市中区本町 6-51

横浜貿易ビル駐車場

横浜市中区山下町 211

62 台

新高島駅周辺

50 台

200 台
82 台

山下・中華街周辺

みなとみらい駅周辺

大さん橋客船ターミナル駐車場

横浜市中区海岸通 1-1-4

400 台

クイーンズパーキング

横浜市西区みなとみらい 2-3-5

山下公園駐車場

横浜市中区山下町 279

223 台

タイムズ横浜ホームコレクション

横浜市西区みなとみらい 3-3

ポートサイド駐車場

横浜市中区山下町 8

三菱重工横浜ビル駐車場

横浜市西区みなとみらい 3-3-1

中華街パーキング

横浜市中区山下町 94

500 台

横浜美術館駐車場

横浜市西区みなとみらい 3-4-1

吉浜橋駐車場

横浜市中区山下町 272-2

215 台

MARK IS みなとみらい駐車場

横浜市西区みなとみらい 3-5-1

山下町新井パーキング

横浜市中区山下町 274-1

447 台

タイムズ OCEAN GATE MINATOMIRAI

横浜市西区みなとみらい 3-7

日絹パークビル

横浜市中区山下町 112-5

180 台

みなとみらい 4 - 駐車場

横浜市西区みなとみらい 4-2-7

D-Parking 横浜中華街第 1 駐車場

横浜市中区山下町 240-1

300 台

トラストパーク横浜ブルーアベニュー

横浜市西区みなとみらい 4-4-2

横浜市山下町地下駐車場

横浜市中区山下町 60

193 台

タイムズプライムギャラリーみなとみらい

横浜市西区みなとみらい 4-5

横浜市日本大通り地下駐車場

横浜市中区日本大通

200 台

みなとみらいグランドセントラルタワー駐車場

横浜市西区みなとみらい 4-6-2

花園橋駐車場

横浜市中区山下町 258-10

リーフみなとみらい駐車場

横浜市西区みなとみらい 4-6-5

パーク 340

横浜市中区山下町 90-2

タイムズプライムコーストみなとみらい

横浜市西区みなとみらい 6-3

72 台

65 台
320 台

※大型の駐車場をピックアップしてご紹介しております。上記以外にも小型の駐車場は多数ございます。

1700 台
17 台
463 台
169 台
900 台
159 台
230 台
103 台
137 台
184 台
209 台
49 台

※大型の駐車場をピックアップしてご紹介しております。上記以外にも小型の駐車場は多数ございます。

