
名　称 月～金 土日祝 台数

❶
タイムズ鎌倉小町第６
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。

有 有 有 9

❷
タイムズ鎌倉小町第７
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。

有 有 有 21

❸
タイムズ鎌倉小町第５
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。

有 有 有 8

❹ タイムズ鎌倉小町第２ 無 有 有 10

❺ ナビパーク鎌倉小町第２ 無 有 有 7

❻ ナビパーク鎌倉小町第１ 無 有 有 7

❼
タイムズ鎌倉小町第３
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。

有 有 有 6

❽ コインパーク鎌倉小町 無 有 有 13

❾ 三井のリパーク鎌倉小町第４
※最大料金はありません

無 無 無 9

❿ タイムズ鎌倉郵便局 無 有 有 7

⓫ 三井のリパーク鎌倉小町２丁目 無 有 有 17

⓬ 若宮大路駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。

無 有 無 17

⓭ 三井のリパーク鎌倉小町２丁目第３ 無 有 有 17

⓮ マイパーキング段葛駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。

無 有 無 23

⓯ センターパーキング
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。

無 有 無 36

最大料金提携
割引

近隣コインパーキングのご案内
こちらの案内は2023年4月現在の内容であり、予告なく変更される場合があります。ご利用の際は、
実際の交通規制や駐車場の案内表示をご確認いただきますようお願い致します。
また、歩行者・自転車・他の自動車等にお気をつけてご利用ください。
❶～❸,❼＝一部割引が有ります ❹～❻,❽～⓯＝ホテルと提携はしておりません。
空車を確約しているご案内ではございません。予めご了承ください。

❼「タイムズ鎌倉小町第３」より車でホテルに向かう場合は「鎌倉郵便局前」交差点から「二の鳥居前」交差点経由
にてお越しください。7～21時は小町大路からホテル方面が進入禁止です。



基本料金 最大料金 基本料金 最大料金

❶ タイムズ鎌倉小町第６　※一部割引有り 9
　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

1,500円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

2,000円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

❷ タイムズ鎌倉小町第７　※一部割引有り 21
　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

1,500円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

2,300円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

❸ タイムズ鎌倉小町第５　※一部割引有り 8
　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

1,700円(09:00-17:00)
660円(17:00-09:00)

※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

2,400円(09:00-17:00)
660円(17:00-09:00)

※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

❹ タイムズ鎌倉小町第２ 10 220円/20分
1,400円(09:00-17:00)
660円(17:00-09:00)

220円/20分
2,000円(09:00-17:00)
660円(17:00-09:00)

❺ ナビパーク鎌倉小町第２ 7 300円/20分 1,500円(12時間)
※12時間経過後は基本料金が課金されます

300円/20分 2,200円(6時間)
※6時間経過後は基本料金が課金されます

❻ ナビパーク鎌倉小町第１ 7 300円/20分 1,400円(12時間)
※12時間経過後は基本料金が課金されます

300円/20分 2,200円(6時間)
※6時間経過後は基本料金が課金されます

❼ タイムズ鎌倉小町第３　※一部割引有り 6
　　　　220円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

1,300円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

　　　　220円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません

1,800円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください

❽ コインパーク鎌倉小町 13
300円/60分(08:00-20:00)
100円/60分(20:00-08:00)

1,300円(24時間)
※24時間経過後は基本料金が課金されます

400円/60分(08:00-20:00)
100円/60分(20:00-08:00)

2,000円(24時間)
※24時間経過後は基本料金が課金されます

❾ 三井のリパーク鎌倉小町第４
※最大料金はありません

9
200円/15分(08:00-15:00)
100円/15分(15:00-24:00)
100円/60分(24:00-08:00)

なし
100円/15分(08:00-24:00)
100円/60分(24:00-08:00)

なし

❿ タイムズ鎌倉郵便局 7
500円/30分(09:00-20:00)
100円/60分(20:00-09:00)

500円(20:00-09:00)
400円/30分(09:00-20:00)
100円/60分(20:00-09:00)

500円(20:00-09:00)

⓫ 三井のリパーク鎌倉小町２丁目 17 300円/30分 1,300円(当日24:00まで) 200円/15分 2,000円(当日24:00まで)

⓬ 若宮大路駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。

17
200円/30分(08:00-18:00)
100円/20分(18:00-22:00)
100円/60分(22:00-08:00)

1,500円(08:00-翌08:00)
※土日祝は適用されません

300円/30分(08:00-22:00)
100円/60分(22:00-08:00)

なし

⓭ 三井のリパーク鎌倉小町２丁目第３ 17 200円/25分 1,200円(当日24:00まで) 400円/30分 1,800円(当日24:00まで)

⓮ マイパーキング段葛駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。

23
200円/30分(09:00-22:00)
200円/60分(22:00-09:00)

1,500円(当日24:00まで)
※土日祝は適用されません

400円/30分(09:00-22:00)
200円/60分(22:00-09:00)

なし

⓯ センターパーキング
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。

36
200円/30分(07:00-24:00)
100円/60分(24:00-07:00)

1,500円(当日24:00まで)
※土日祝は適用されません

300円/30分(07:00-24:00)
100円/60分(24:00-07:00)

なし

月 ～ 金 土 日 祝箇所 名称
台
数

❶,❷,❸,❼ ご宿泊者様の割引について（時間料金の割引はありません）
精算機にて駐車証明書を発行していただき、フロントにお持ちください。入庫から24時間1,300円でご利用可能です。途中で出庫した場合は、再度料金が課金されますのでご注意ください。
※空車を確約しているご案内ではございません。また、❹～❻,❽～⓯は、ホテルと提携はしておりません。
※こちらの案内は2023年4月現在の内容であり、地図や料金は予告なく変更される場合があります。ご利用の際は実際の交通規制や駐車場の案内表示・料金をご確認いただき、歩行者や自転車、他の自動車等に

お気をつけてご利用ください。


	表面 
	裏面


表面 

		近隣コインパーキングのご案内 キンリン アンナイ

																								提携
割引 テイケイ ワリビキ		最大料金 サイダイ リョウキン

																						名　称 メイ ショウ				月～金 ゲツ キン		土日祝 ドニチ シュク		台数 ダイスウ

																				❶		タイムズ鎌倉小町第６
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。 イチブ ワリビキ ア ショウサイ ウラメン カクニン セイサン キ チュウシャ ショウメイショ ハッコウ テイジ		有 ア		有 ア		有 ア		9

																				❷		タイムズ鎌倉小町第７
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。		有 ア		有 ア		有 ア		21

																				❸		タイムズ鎌倉小町第５
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。		有 ア		有 ア		有 ア		8

																				❹		タイムズ鎌倉小町第２		無 ム		有 ア		有 ア		10

																				❺		ナビパーク鎌倉小町第２		無		有 ア		有 ア		7

																				❻		ナビパーク鎌倉小町第１		無		有 ア		有 ア		7

																				❼		タイムズ鎌倉小町第３
※一部割引有。詳細は裏面をご確認ください。精算機にて
駐車証明書を発行していただき、フロントにご提示ください。		有 ア		有 ア		有 ア		6

																				❽		コインパーク鎌倉小町		無		有 ア		有 ア		13

																				❾		三井のリパーク鎌倉小町第４
※最大料金はありません		無		無 ナ		無 ナ		9

																				❿		タイムズ鎌倉郵便局 カマクラ ユウビンキョク		無		有 ア		有 ア		7

																				⓫		三井のリパーク鎌倉小町２丁目		無		有 ア		有 アリ		17

																				⓬		若宮大路駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。 ワカミヤ オオジ チュウシャジョウ		無		有 ア		無 ナ		17

																				⓭		三井のリパーク鎌倉小町２丁目第３ ダイ		無		有 ア		有 アリ		17

																				⓮		マイパーキング段葛駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。		無		有 ア		無 ナ		23

																				⓯		センターパーキング
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。		無		有 ア		無 ナ		36



こちらの案内は2023年4月現在の内容であり、予告なく変更される場合があります。ご利用の際は、実際の交通規制や駐車場の案内表示をご確認いただきますようお願い致します。
また、歩行者・自転車・他の自動車等にお気をつけてご利用ください。
❶～❸,❼＝一部割引が有ります　❹～❻,❽～⓯＝ホテルと提携はしておりません。
空車を確約しているご案内ではございません。予めご了承ください。

❼「タイムズ鎌倉小町第３」より車でホテルに向かう場合は「鎌倉郵便局前」交差点から「二の鳥居前」交差点経由
にてお越しください。7～21時は小町大路からホテル方面が進入禁止です。



裏面



		箇所 カショ		名称 メイショウ		台
数 ダイ スウ		月 ～ 金 ゲツ キン				土 日 祝 ツチ ヒ シュク						最大料金繰り返し適用
（平日、土日祝）		車両制限 シャリョウ セイゲン

								基本料金 キホン リョウキン		最大料金 サイダイ リョウキン		基本料金 キホン リョウキン		最大料金 サイダイ リョウキン

		❶		タイムズ鎌倉小町第６　※一部割引有り イチブ ワリビキ ア		9		　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません エン フン ジカン リョウキン シュクハク シャ サマ ワリビキ		1,500円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください シュクハクシャ サマ ワリビキ ジョウキ サンショウ		　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません エン フン ジカン リョウキン シュクハク シャ サマ ワリビキ		2,000円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください						★一般的な3ナンバー可
（参考：全長5m、全幅1.9m、高さ2.1m） イッパンテキ カ サンコウ		❶		タイムズ鎌倉小町第６※割引有 ワリビキ ア						11

		❷		タイムズ鎌倉小町第７　※一部割引有り イチブ ワリビキ ア		21		　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません		1,500円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください トウジツ		　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません		2,300円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください						★一般的な3ナンバー可
（参考：全長5m、全幅1.9m、高さ2.1m） イッパンテキ カ サンコウ		❶		タイムズ鎌倉小町第６※割引有 ワリビキ ア						11

		❸		タイムズ鎌倉小町第５　※一部割引有り		8		　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません		1,700円(09:00-17:00)
660円(17:00-09:00)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください エン		　　　　330円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません		2,400円(09:00-17:00)
660円(17:00-09:00)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください エン				○		全長5m、全幅1.9m、全高2.1m

		❹		タイムズ鎌倉小町第２		10		220円/20分 エン フン		1,400円(09:00-17:00) 
660円(17:00-09:00) エン		220円/20分 エン フン		2,000円(09:00-17:00) 
660円(17:00-09:00) エン				○		全長5m、全幅1.9m、全高2.1m

		❺		ナビパーク鎌倉小町第２		7		300円/20分 エン フン		1,500円(12時間)
※12時間経過後は基本料金が課金されます エン ジカン		300円/20分 エン フン		2,200円(6時間)
※6時間経過後は基本料金が課金されます エン ジカン				なし		全長5m、全幅1.9m、全高2.1m

		❻		ナビパーク鎌倉小町第１		7		300円/20分 エン フン		1,400円(12時間)
※12時間経過後は基本料金が課金されます エン ジカン		300円/20分 エン フン		2,200円(6時間)
※6時間経過後は基本料金が課金されます エン ジカン				○		全長5m、全幅1.9m、全高2.1m

		❼		タイムズ鎌倉小町第３　※一部割引有り		6		　　　　220円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません		1,300円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください エン トウジツ		　　　　220円/20分
　※時間料金に関しては
　ご宿泊者様の割引はありません		1,800円(当日24:00まで)
※ご宿泊者様の割引は上記をご参照ください エン				○		全長5m、全幅1.9m、全高2.1m

		❽		コインパーク鎌倉小町		13		300円/60分(08:00-20:00)
100円/60分(20:00-08:00) エン フン エン フン		1,300円(24時間)
※24時間経過後は基本料金が課金されます ジカン ジカン ケイカ ゴ キホン リョウキン カキン		400円/60分(08:00-20:00)
100円/60分(20:00-08:00) エン フン エン フン		2,000円(24時間)
※24時間経過後は基本料金が課金されます ジカン				なし		★一般的な3ナンバー可
（参考：全長5m、全幅1.9m、高さ2.1m） イッパンテキ カ サンコウ

		❾		三井のリパーク鎌倉小町第４
※最大料金はありません サイダイ リョウキン		9		200円/15分(08:00-15:00)
100円/15分(15:00-24:00)
100円/60分(24:00-08:00) エン フン エン フン エン フン		なし		100円/15分(08:00-24:00)
100円/60分(24:00-08:00) エン フン エン フン		なし				なし		全長5m、全幅1.9m、全高2.0m

		❿		タイムズ鎌倉郵便局 カマクラ ユウビンキョク		7		500円/30分(09:00-20:00)
100円/60分(20:00-09:00) エン フン エン フン		500円(20:00-09:00) エン		400円/30分(09:00-20:00)
100円/60分(20:00-09:00) エン フン エン フン		500円(20:00-09:00) エン				○		全長5m、全幅1.9m、全高2.1m

		⓫		三井のリパーク鎌倉小町２丁目		17		300円/30分 エン フン		1,300円(当日24:00まで)		200円/15分 エン フン		2,000円(当日24:00まで)				○		全長5m、全幅1.9m、全高2.0m

		⓬		若宮大路駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。 ワカミヤ オオジ チュウシャジョウ		17		200円/30分(08:00-18:00)
100円/20分(18:00-22:00)
100円/60分(22:00-08:00) エン フン エン フン エン フン		1,500円(08:00-翌08:00)
※土日祝は適用されません エン ヨク ドニチ シュク テキヨウ		300円/30分(08:00-22:00)
100円/60分(22:00-08:00) エン フン		なし				★		全長5m、全幅2.0m

		⓭		三井のリパーク鎌倉小町２丁目第３ ダイ		17		200円/25分 エン フン		1,200円(当日24:00まで)		400円/30分 エン フン		1,800円(当日24:00まで)				○		全長5m、全幅1.9m、高さ2m ゼンチョウ ゼン

		⓮		マイパーキング段葛駐車場
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。		23		200円/30分(09:00-22:00)
200円/60分(22:00-09:00) エン フン エン フン		1,500円(当日24:00まで)
※土日祝は適用されません		400円/30分(09:00-22:00)
200円/60分(22:00-09:00) エン フン エン フン		なし				なし		★一般的な3ナンバー可
（参考：全長5m、全幅1.9m、高さ2.1m） イッパンテキ カ サンコウ

		⓯		センターパーキング
※最大料金は月～金のみです。土日祝は適用されません。		36		200円/30分(07:00-24:00)
100円/60分(24:00-07:00) エン フン エン フン		1,500円(当日24:00まで)
※土日祝は適用されません エン		300円/30分(07:00-24:00)
100円/60分(24:00-07:00) エン フン エン フン		なし				★		★一般的な3ナンバー可
（参考：全長5m、全幅1.9m、高さ2.1m） イッパンテキ カ サンコウ		⓮

																				※参考　一般的な国産３ナンバーの大きい車 サンコウ イッパンテキ コクサン オオ クルマ

																				駐車可　トヨタ　アルファード チュウシャ カ

																				全長 4,945-4,950 mm x 全幅 1,850 mm x 全高 1,935-1,950 mm

																				駐車可　日産　エルグランド チュウシャ カ ニッサン

																				全長 4,915-4,975 mm x 全幅 1,850 mm x 全高 1,805-1,815 mm



																		高級車　大型セダン注意→ コウキュウシャ オオガタ チュウイ		駐車不可　レクサスLS チュウシャ フカ

																				全長5,235mm×全幅1,900mm×全高1,460mm ゼンチョウ ゼン ハバ ゼン ダカ

																				駐車不可　ベンツＳクラス チュウシャ フカ

																				全長5,125mm～5,465mm×全幅1,900～1,915mm×全高1,495mm ゼンチョウ ゼン ハバ ゼン ダカ



❶,❷,❸,❼ ご宿泊者様の割引について（時間料金の割引はありません）
精算機にて駐車証明書を発行していただき、フロントにお持ちください。入庫から24時間1,300円でご利用可能です。途中で出庫した場合は、再度料金が課金されますのでご注意ください。
※空車を確約しているご案内ではございません。また、❹～❻,❽～⓯は、ホテルと提携はしておりません。
※こちらの案内は2023年4月現在の内容であり、地図や料金は予告なく変更される場合があります。ご利用の際は実際の交通規制や駐車場の案内表示・料金をご確認いただき、歩行者や自転車、他の自動車等に
　お気をつけてご利用ください。
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