
三郷市自転車駐車場利用案内 

 

◎利用区分及び利用時間 

利 用 区 分 内 容 利 用 時 間  

定期利用 

（自転車・バイク） 

通勤・通学で利用されるかた

に便利です。更新は 1 ヶ月・

3 ヶ月・6 ヶ月単位でできま

す。 
定期利用の場合は 24 時間い

つでも利用可能です。 

一時利用並びに一日利用（レ

ンタサイクル）の場合は監理

員のいる時間帯とさせてい

ただきます。 

一時利用 

（自転車・バイク） 

お出かけなどで自転車等を

利用して駅に向かうかた等

のために駐車スペースを提

供するもので、一日・一回単

位での利用となります。 

レンタサイクル 

（定期利用・一日利用） 

市内への通勤・通学、市内観

光用と利用方法は様々です。

マウンテンバイクもご用意

しております。 

 

〈申込み方法及び利用方法〉 

１．申込み受付時間 

自転車駐車場 

受付時間（１２月３１日（午後）～１月３日は

管理人不在） 

（更新手続きは利用期間終了月の２１日から月

末まで） 
自動更新機 

平日（月～土） 日曜・祝日 

三郷駅 

北口 ６：３０～２０：００ ７：００～１９：００ あり 

早稲田 

三郷駅北口にて受付

（巡回管理のため管理

人不在） 

三郷駅北口にて受付

（巡回管理のため管理

人不在） 

なし 

北口側道 

三郷駅北口にて受付

（巡回管理のため管理

人不在） 

三郷駅北口にて受付

（巡回管理のため管理

人不在） 

なし 

南口 

三郷駅北口にて受付

（巡回管理のため管理

人不在） 

三郷駅北口にて受付

（巡回管理のため管理

人不在） 

なし 



徳重サイクル

ビル 

（民間経営） 

６：３０～２０：００ 休 なし 

新三郷駅 

西口 ６：３０～２０：００ ８：００～１７：００ あり 

東口 ６：３０～２０：００ ８：００～１７：００ あり 

三郷中央駅 

西側 ６：３０～２０：００ ８：００～１７：００ なし 

西側第二 

三郷中央駅西側にて受

付（巡回管理のため管

理人不在） 

三郷中央駅西側にて受

付（巡回管理のため管

理人不在） 

なし 

北側 

三郷中央駅西側にて受

付（巡回管理のため管

理人不在） 

三郷中央駅西側にて受

付（巡回管理のため管

理人不在） 

なし 

エコステーシ

ョン２１ 

（民間経営） 

管理人なし 管理人なし ― 

（注意！）三郷中央駅自転車駐車場、徳重サイクルビルにつきましては、自動更新機がご  

 ざいません。更新手続きは、管理員に更新の旨お伝えください。また、更新担当の管理

員が不在の場合もございますので、更新時間帯等の詳細につきましては、自転車駐輪 

場へ、直接お問い合わせください。 

 

２．申込み方法 

 ・定期利用の場合は、駐車場の管理員にその旨をお伝えいただければ、所定の申込書をお

渡しいたしますので、必要事項をご記入ください。 

  （初回の手続きには 10 分程度お時間がかかります。満車の時はキャンセル待ちにご登

録いただき、空きが出次第、ご連絡いたします。） 

 ・定期利用の契約期間は 1 ヶ月・3 ヶ月・6 ヶ月単位です。 

 ・一時利用の場合は、口頭でお申し込みください。 

 ・レンタサイクルご利用の場合は、管理の都合上、本人確認資料のコピーをいただきます

ので、必ず運転免許証・健康保険証・学生証など、身分を証明できるものをお持ちくだ

さい。 

 

 

 



３．利用登録証等の発行 

 ①駐車場利用の場合 

 ・定期利用…定期利用券（自動機用カード）と利用約款をお渡しします。 

 ・一時利用…一時駐車票をお渡しします。 

  

②レンタサイクル利用の場合 

 ・定期利用…定期利用券・利用約款とレンタサイクルの鍵をお渡しします。 

 ・一日利用…一時利用登録証と利用約款をお渡しします。 

 

４．利用方法 

 利用登録手続き終了後からは、以下のとおりご利用ください。 

 

① 定期利用 

 ・利用登録によって指定されたスペースに入庫してください。 

 ・格納場所は上下段差のあるラックになっており、利用状況により管理員が移動をする場

合もあります。 

 ・レンタサイクルは原則として、利用自転車を指定させていただきます。 

 

② 一時利用及びレンタサイクルの一日利用 

・駐車場を一時利用する際は、口頭で管理員にお申し出ください。 

・レンタサイクルの一日利用の際は、一時利用登録証を管理員にご提示ください。 

・利用料金は、前払いとなります。 

 

５．更新手続き 

 ・定期利用をされているかたは、更新手続きが必要となります。手続きは利用期間終了月 

  の 21 日から月末までに行ってください。（更新の際、定期利用券が必要となります） 

 ・レンタサイクルのかたは、管理室にお申し出いただければ、更新いたします。 

 

６．その他の事項 

  利用登録時にお渡しする「利用約款」により、運用するものとします。 

 

◎放置自転車保管所 

所在地・電話番号 受付日・受付時間 撤去手数料 

早稲田二丁目 8 番地 1 

℡048-959-5170 

毎週火・土曜日 

10：00～18：00 

自転車 2,000 円 

バイク 5,000 円 

 

  



◎市内の自転車駐車場の駐車可能台数及び料金 

○三郷駅周辺 

駐車場名 駐車料金 駐車可能台数 

三郷駅北口自転車駐車

場 

℡048-958-4291 

自転車 
１階 1,850 円／月 自転車 2,593 台 

バイク 40 台 

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ 94 台 ２階 1,540 円／月 

バイク（125cc 以下） 2,880 円／月 

一時利用 

自転車 150 円／日 

バイク

（125cc 以

下） 

300 円／日 

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ 

月極め 2,880 円 

一日 300 円 

観光用 
大人 920 円／日 

子供 460 円／日 

三郷駅早稲田自転車駐

車場 

℡048-958-4291 

自転車 
１階 1,850 円／月 自転車 1,095 台 

バイク 126 台 
２階 1,540 円／月 

バイク（125cc 以下） 2,880 円／月 

三郷駅北口側道自転車

駐車場 

℡048-958-4291 

自転車 
駅に近い 1,850 円／月 自転車 254 台 

遠い 1,540 円／月 

三郷駅南口自転車駐車

場 

℡048-958-4291 

自転車 
駅に近い 1,540 円／月 自転車 120 台 

バイク   28 台 

 遠い 1,440 円／月 

バイク 

（ 125cc

以下） 

屋根あり 2,050 円／月 

屋根なし 1,850 円／月 自転車 186 台 

バイク   36 台 

自転車 屋根なし 1,440 円／月 

徳重サイクルビル 

℡048-952-1956 

（民間経営） 

自転車 
２階 2,050 円／月 自転車 620 台 

バイク  13 台 
３階 1,850 円／月 

バイク（50cc 以下） 2,570 円／月 



○新三郷駅周辺 

駐車場名 駐車料金 駐車可能台数 

新三郷駅西口自転車駐

車場 

℡048-959-5981 

自転車 
１階 1,850 円／月 自転車 4376 台 

バイク 144 台 
２階 1,540 円／月 

バイク（125cc 以下） 2,880 円／月 

バイク（125cc 超） 3,390 円／月 

一時利用 

自転車 150 円／日 

バイク

（125cc 以

下) 

300 円／日 

新三郷駅東口自転車駐

車場 

℡048-959-2119 

自転車 
１階 1,850 円／月 自転車 605 台 

バイク  46 台 
２階 1,540 円／月 

バイク（50cc 以下） 2,880 円／月 

一時利用 

自転車 150 円／日 

バイク 

（ 50cc 以

下） 

300 円／日 

 

  



○三郷中央駅周辺 

駐車場名 駐車料金 駐車可能台数 

三郷中央駅西側自転車

駐車場 

℡048-952-9151 

自転車 1,850 円／月 自転車 527 台 

バイク  17 台 
バイク（50cc 以下） 2,880 円／月 

一時利用 

自転車 150 円／日 

バイク 

（50cc 以下） 
300 円／日 

三郷中央駅北側自転車

駐車場 

℡048-952-9151 

自転車 1,540 円／月 自転車 372 台 

ﾐﾆﾊﾞｲｸ 122 台 

バイク  10 台 ﾐﾆﾊﾞｲｸ（50cc 以下） 2,570 円／月 

バイク（50～125cc 以下） 3,600 円／月 

三郷中央駅西側第２自

転車駐車場 

℡048-952-9151 

自転車 1,540 円／月 自転車 220 台 

バイク  45 台 
バイク（50cc 以下） 2,570 円／月 

バイク（50～125cc 以下） 3,600 円／月 

バイク（125cc 超） 4,620 円／月 

エコステーション２１

三郷中央 

℡0120-3566-21 

（民間経営） 

一時利用 

自転車 
１２時間毎 

100 円 

自転車 434 台 

バイク 
12 時間毎 

150 円 

バイク  49 台 

 


