
　30分 以内 100 円 　30分 以内 0 円 　30分 以内 0 円 　30分 以内 0 円 　30分 以内 100 円
1時間 以内 150 円 1時間 以内 100 円 1時間 以内 100 円 1時間 以内 100 円 1時間 以内 150 円
1時間30分 以内 200 円 1時間30分 以内 200 円 1時間30分 以内 200 円 1時間30分 以内 200 円 1時間30分 以内 200 円
2時間 以内 250 円 2時間 以内 300 円 2時間 以内 300 円 2時間 以内 300 円 2時間 以内 250 円
2時間30分 以内 300 円 2時間30分 以内 400 円 2時間30分 以内 400 円 2時間30分 以内 400 円 2時間30分 以内 300 円
3時間 以内 350 円 3時間 以内 500 円 3時間 以内 500 円 3時間 以内 500 円 3時間 以内 350 円
3時間30分 以内 400 円 3時間30分 以内 600 円 3時間30分 以内 600 円 3時間30分 以内 600 円 3時間30分 以内 400 円
4時間 以内 450 円 4時間 以内 700 円 4時間 以内 700 円 4時間 以内 700 円 4時間 以内 450 円
4時間30分 以内 500 円 4時間30分 以内 800 円 4時間30分 以内 800 円 4時間30分 以内 800 円 4時間30分 以内 500 円
5時間 以内 550 円 5時間 以内 900 円 5時間 以内 900 円 5時間 以内 900 円 5時間 以内 550 円
5時間30分 以内 600 円 5時間30分 以内 1,000 円 5時間30分 以内 1,000 円 5時間30分 以内 1,000 円 5時間30分 以内 600 円
6時間 以内 650 円 6時間 以内 1,100 円 6時間 以内 1,100 円 6時間 以内 1,100 円 6時間 以内 650 円
6時間30分 以内 700 円 6時間30分 以内 1,150 円 6時間30分 以内 1,150 円 6時間30分 以内 1,150 円 6時間30分 以内 700 円
7時間 以内 750 円 7時間 以内 7時間 以内 1,200 円 7時間 以内 7時間 以内 750 円
7時間30分 以内 800 円 ～24時間 以内 7時間30分 以内 1,250 円 ～24時間 以内 7時間30分 以内
8時間 以内 850 円 8時間 以内 1,300 円 ～24時間 以内
8時間30分 以内 900 円 8時間30分 以内 1,350 円
9時間 以内 950 円 9時間 以内 1,400 円
9時間30分 以内 9時間30分 以内 1,450 円

～15時間 以内 10時間 以内
～20時間 以内

（アスト津８階）9:00～17:00 （ポルタひさい２階） （ポルタひさい２階）
回数駐車券のみ 　9:00～18:00 　9:00～18:00

1,200

利用時間 料金 利用時間 料金 利用時間 料金

津市丸之内32番28号 津市大門7番32号 津市羽所町700番地

津市営駐車場料金表

津市久居新町3006番地 津市久居新町８１４番地３
開場時間：午前７時から午後１
０時まで

開場時間：午前０時から翌日の
午前０時まで（２４時間）

開場時間：午前５時から翌日の
午前１時まで

開場時間：午前０時から翌日の
午前０時まで（２４時間）

開場時間：午前０時から翌日の
午前０時まで（２４時間）

お城東駐車場 フェニックス通り駐車場 アスト駐車場 ポルタひさい駐車場 久居駅東口駐車場

円

1,500 円

利用時間 料金 利用時間 料金

1,200 円
800 円

駐車台数

1,000 円

回数駐車券・定期駐車券ともに 回数駐車券・定期駐車券ともに 回数駐車券・定期駐車券ともに 回数駐車券・定期駐車券ともに 回数駐車券

回数駐車券、定期駐車券取扱場所
お城東駐車場 フェニックス通り駐車場 アスト駐車場 ポルタひさい駐車場 久居駅東口駐車場

　（B）グループ：ポルタひさい駐車場、久居駅東口駐車場　（A）グループ：お城東駐車場、フェニックス通り駐車場、アスト駐車場　
　回数券は、下記（A）グループ、（B）グループで種類が異なります。同じグループの駐車場であれば共通でご利用いただけます。

○駐車場管理人室 ○HOTEL　津　CENTER　PALACE ○津駅前都市開発(株) ○ポルタひさい管理事務所 ○ポルタひさい管理事務所

○アストプラザ

　いずれも、５０円券（２２枚入）１，０００円、１００円券（２２枚入）２，０００円、２００円券（２２枚入）４，０００円

（アスト津４階）

○(株)まちづくり津夢時風   9:00～17:00
（事務所）
  7:00～22:00

○定期駐車　12,600円（月額） ○定期駐車　12,600円（月額） ○定期駐車　15,750円（月額） ○定期駐車　10,500円（月額）

お城東駐車場管理人室 HOTEL　津　CENTER　PALACE 津駅前都市開発 ポルタひさい管理事務所
電話０５９－２２５－２４９４ 電話０５９－２６９－６９９０

205台

電話０５９－２２２－４１２２ 電話０５９－２５６－４３７７

駐車台数 179台 駐車台数 161台 駐車台数 380台 駐車台数 300台

　8:30～17:15
定期駐車申込先 定期駐車申込先 定期駐車申込先 定期駐車申込先

定期駐車の取り扱いは
ありません

※営業日をまたぐ場合は、各営業日当たりの合計額となります。

フェニックス通り駐車場、ポルタひさい駐車場、久居駅東口駐車場は２４時間ごとに再計算します。
【R4.5.1】


