吉祥寺駅周辺有料駐輪場一覧（自転車・50ccバイク）
①吉祥寺駅大正通り北自転車駐車場
吉祥寺本町2-8-5
【Tel】0422-20-9280
【利用】 一時利用（自転車）
【料金】 12時間100円
【駐車】 前輪ロック式
【管理】 （平日）7:30～21:00
（土日祝）9:00～18:00

③西三条通り第２自転車駐車場
吉祥寺本町2-17 【Tel】なし
【利用】 一時利用（自転車）
【料金】 6時間100円
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 ②西三条通り自転車駐車場から巡回

④吉祥寺駅北自転車駐車場
②西三条通り自転車駐車場
吉祥寺本町2-12-7
【Tel】0422-23-1097
【利用】 一時利用、定期利用（自転車）
【料金】 ＜一時利用＞
2階・地下 12時間100円
＜定期利用＞
市民
市外在住者
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
屋上 1,800 1,500 2,300 1,900
3階 2,400 2,000 3,000 2,600
【駐車】 一時利用：前輪ロック式
【注意】 地下のみ下記の管理時間外は閉鎖
【管理】 （平日）6:30～21:00
（土日祝）8:00～21:00

吉祥寺本町1-10 【Tel】なし
【利用】 一時利用（自転車）
【料金】 12時間100円
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 ⑩パーキングプラザ公共自転車駐輪場
から巡回

令和３年10月現在

一部の施設を除き、２４時間出し入れ可能。 ※この書面と現地駐輪場の表記等が異なる場合、現地駐輪場の表記等が優先されます。

⑨吉祥寺大通り北自転車駐車場
吉祥寺東町1-7-20
【Tel】0422-20-8238
【利用】 一時利用（自転車のみ）、
定期利用(自転車・バイク）
【料金】 ＜一時利用＞（2階）12時間100円
＜定期利用（自転車）＞
市民
市外在住者
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
3階 1,600 1,300 2,000 1,700
2階 1,800 1,500 2,300 1,900
＜定期利用（50㏄バイク）＞
50㏄バイク 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
平面
3,000 8,700 16,800
【駐車】 一時利用：前輪ロック式
【管理】 6:30～20:00（日・祝含む）

⑩吉祥寺パーキングプラザ公共自転車駐車場
吉祥寺本町1-20-3
【Tel】0422-23-2272
【利用】 一時利用、定期利用（自転車）
【料金】 ＜一時利用＞12時間100円
＜定期利用＞
市民
市外在住者
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
2階 2,700 2,200 3,400 2,900
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 6:30～20:00（日・祝含む）

⑪吉祥寺駅東暫定一時利用自転車駐車場
吉祥寺本町1-23 【Tel】なし
【利用】 一時利用（自転車）
【料金】 6時間100円
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 ⑩パーキングプラザ公共自転車駐輪場から巡回

⑫吉祥寺大通り東第３自転車駐車場
吉祥寺本町1-18
【Tel】なし
【利用】 一時利用(自転車)
【料金】 6時間100円
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 ⑩パーキングプラザ公共自転車駐輪場から巡回
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定期利用募集対象自転車駐車場
入庫から２時間以内の利用は無料
Suica, PASMOなどによる料金精算が可能
学生等：学生(18歳に達する年度末まで)、
学生等：障害者手帳所持者、生活保護受給者の方
定期利用料金の長期割引はありません
駐輪場名

⑤アトレ吉祥寺御殿山駐輪場
御殿山1-6-1
【Tel】0422-41-8112
【利用】 一時利用、定期利用（自転車）
【料金】 一時利用：1日100円
定期利用 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
2 一般 1,600 4,800 9,600
階 学生 1,200 3,600 7,200
【管理】 7:45～22:00（日・祝含む）

定期利用をご希望の方

⑮末広通り第３自転車駐車場

⑥御殿山自転車駐車場
御殿山1-6-1
【Tel】0422-49-4846
【利用】 一時利用、定期利用(自転車・バイク）
【料金】 ＜一時利用＞
1階・屋外 16時間100円
地下
12時間100円
50㏄バイク 24時間250円
＜定期利用（自転車）＞
市民
市外在住者
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
屋上 2,100 1,700 2,700 2,300
2階 2,700 2,200 3,400 2,900
＜定期利用（50㏄バイク）＞
50㏄バイク 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
地下
3,500 10,500 21,000
【駐車】 一時利用：前輪ロック式
【管理】 （平日）6:30～20:00 （土日祝）8:00～17:00

⑦御殿山第２自転車駐車場
御殿山1-1
【Tel】なし
【利用】 一時利用（自転車）
【料金】 6時間100円
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 ⑥御殿山自転車駐車場から巡回

⑧御殿山第３自転車駐車場
御殿山1-6
【Tel】なし
【利用】 定期利用（自転車）
市民
市外在住者
【料金】
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
平面 1,500 1,200 1,900 1,600
【管理】 ⑥御殿山自転車駐車場から巡回

⑬末広通り自転車駐車場
吉祥寺南町2-5-7
【Tel】0422-46-3984
【利用】 一時利用、定期利用（自転車・バイク）
【料金】 ＜一時利用＞
1階
16時間100円
地下
12時間100円
50㏄バイク 24時間250円
＜定期利用（自転車）＞
市民
市外在住者
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
3階 2,400 2,000 3,000 2,600
2階 2,700 2,200 3,400 2,900
＜定期利用（50㏄バイク）＞
50㏄バイク 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
地下
3,500 10,500 21,000
【駐車】 一時利用：前輪ロック式
【管理】 （平日）6:30～21:00 （土日祝）8:00～17:00

⑭末広通り第２自転車駐車場
【吉祥寺駅周辺】 ●自転車などを運転中に操作・閲覧する「ながら運転」は大変危険です。

● 必ず安全な場所に停めてからご利用ください。
●駐輪場の混雑が見込まれる場合には、バスなどの公共交通機関や
●民間駐輪場のご利用もご検討下さい。
●自転車が関与する交通事故が多発しています。
●自転車も交通ルールを守りましょう。

吉祥寺南町2-4
【Tel】なし
【利用】 一時利用、定期利用（自転車）
【料金】 ＜一時利用＞6時間100円 ※IC専用支払い
＜定期利用＞
市民
市外在住者
1ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
平面 4,000 3,200 5,000 4,200
【駐車】 出入口ゲート式
【巡回】 ⑬末広通り自転車駐車場から巡回

吉祥寺南町2-14
【Tel】なし
【利用】 定期利用（自転車・バイク）
【料金】 ＜定期利用（自転車）＞
市民
市外在住者
１ヶ月
一般 学生等 一般 学生等
平面 2,000 1,600 2,500 2,100
＜定期利用（50㏄バイク）＞
50㏄バイク 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
平面
2,500 7,500 15,000
【定期申込】⑬末広通り自転車駐車場にて（バイクのみ）

⑯末広通り第４自転車駐車場
吉祥寺南町2-4
【利用】 一時利用（自転車）
【料金】 6時間100円
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 ⑬末広通り自転車駐車場から巡回

⑰ＡＳ吉祥寺南町駐輪場
吉祥寺南町2-10
【Tel】0422-27-1940
【利用】 一時利用、定期利用（自転車）
【料金】 <一時利用>12時間100円
<一時利用>※入庫より1時間以内無料
定期利用 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
一般
1,900 5,400 10,800
学生
1,400 4,000 8,000
減額
1,000 2,800 5,600
【駐車】 出入口ゲート式
【管理】 (平日)7:00～15：00、（土日祝）9:00～17：00
※12:00～13:00除く
【注意】 令和３年12月より料金改定あり。
詳細については、現地または電話で
ご確認ください。

■自転車安全利用講習会とは・・・市内で自転車を利用される中学生以上の方を対象に、安全利用を学ぶ講習会です。市のホームページ等よりご確認いただき、ぜひご参加ください。
■自転車安全利用五則・・・①自転車は車道が原則、歩道は例外 ②車道は左側を通行 ③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ④安全ルールを守る ⑤子どもはヘルメットを着用

令和３年度から公共駐輪場（⑤⑰を除く）の定期利用は、毎年
度の募集を行い、最長利用期間は４月から翌年３月末までの１
年間となります。
＜５月以降にご利用する方＞
定員に空きがある駐輪場所を対象に、毎月募集を行います。
申込期間：利用を希望する月の前月１日から５日
申込方法：インターネット申込または郵送申込、お申込み内容
等の詳細につきましては、下記URLまたはQRコード
よりご参照ください。
（注意）
※駅中心からおおむね500メートル以内に居住の方は定期
利用できません。
※原付バイクの申込・更新については、これまで どおり各駐
輪場での受付となります。

https://musashino.parking.jitensha.jp/
募集に関するお問い合わせ
公益財団法人自転車駐車場整備センター

☎03-6262-5773
（祝日を除く月曜日～金曜日、９時～17時）

