世田谷区駅別駐輪場一覧
平成30年4月1日現在
最寄駅
路線

駅名

駐車場名

運営

所在地

お問い合わせ先

お問い合わせ先電話番号

京王線

代田橋

世田谷区立代田橋自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区大原2－21先

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300-9298

京王線

明大前

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区松原2－22－6

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300-9298

京王線

明大前

世田谷区立明大前高架下自転車等置場（無料）

区立

東京都世田谷区松原1-45先

世田谷区交通安全自転車課

03-5432-2515

京王線

明大前

京王サイクルパーク明大前

民営

東京都世田谷区松原2-46-1

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

下高井戸

世田谷区立下高井戸北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区松原3－31－1

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300－9298

京王線

下高井戸

世田谷区立下高井戸南第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区松原3－15－11

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300－9298

京王線

下高井戸

世田谷区立下高井戸駅前自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区赤堤4-40-11

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300－9298

京王線

桜上水

世田谷区立桜上水南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区桜上水4－18－13

世田谷区立桜上水南自転車等駐車場

03-3303－6495

京王線

桜上水

京王サイクルパーク桜上水南

民営

東京都世田谷区桜上水4-10

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

桜上水

京王サイクルパーク桜上水北

民営

東京都世田谷区桜上水5-29

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

桜上水

京王サイクルパーク桜上水駅前

民営

東京都世田谷区桜上水5-29-52

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

桜上水

京王サイクルパーク桜上水駅南口

民営

東京都世田谷区桜上水5-24-9

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

桜上水

アップルパーク桜上水駐輪場第一

民営

東京都世田谷区桜上水5－24

株式会社アップルパーク

0120-963-984

京王線

上北沢

なし

京王線

八幡山

世田谷区立八幡山北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区上北沢4－35－12

世田谷区立八幡山北自転車等駐車場

03-5317－5838

京王線

八幡山

京王サイクルパーク八幡山東

民営

東京都世田谷区上北沢4-36

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

八幡山

京王サイクルパーク八幡山西

民営

東京都杉並区上高井戸1－1－11

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

芦花公園

世田谷区立芦花公園北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山3-2-1

世田谷区立八幡山北自転車等駐車場

03-5317－5838

京王線

芦花公園

京王サイクルパーク芦花公園

民営

東京都世田谷区南烏山2-37

京王不動産株式会社

03-3299-3124

京王線

芦花公園

サイクルパーク芦花公園駅前

民営

東京都世田谷区南烏山3-1

駐車場コールセンター

0120-787-825

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山地下自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山6－2－21

世田谷区立烏山地下自転車等駐車場

03-5384－1441

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山6－6先

世田谷区立烏山地下自転車等駐車場

03-5384－1441

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山北第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山6－30先

世田谷区立烏山地下自転車等駐車場

03-5384－1441

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山北第三自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山4-10-4

世田谷区立烏山地下自転車等駐車場

03-5384－1441

京王線

千歳烏山

世田谷区立新烏山南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区上祖師谷1－37－10

世田谷区立新烏山南自転車等駐車場

03-3307－8184

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山南第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山5-10-11

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

03-3305－5451

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山南第三自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山5-18-19

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

03-3305－5451

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山南第四自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山5-20-1

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

03-3305－5451

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山5-17-23

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

03-3305-5451

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山駅前自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山5-13-1

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

03-3305-5451

京王線

千歳烏山

世田谷区立烏山東自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区南烏山2-25-10

世田谷区立烏山中央自転車等駐車場

03-3305-5451

京王線

千歳烏山

えるもーる烏山お客様駐輪場

民営

東京都世田谷区南烏山5-15-10

えるもーる烏山お客様駐輪場

03-3305-6089

京王線

千歳烏山

サイクルタイムズ千歳烏山

民営

東京都世田谷区南烏山4-10-7

パーク24株式会社

0120-77-8924

京王線

千歳烏山

さくら駐輪場千歳烏山第1

民営

東京都世田谷区南烏山6-6-5

PIJサポートセンター

03-6454-1147

京王線

千歳烏山

さくら駐輪場千歳烏山第2

民営

東京都世田谷区南烏山6-6-4

PIJサポートセンター

03-6454-1147

京王線

千歳烏山

さくら駐輪場千歳烏山第3

民営

東京都世田谷区南烏山5-32-11

PIJサポートセンター

03-6454-1147

京王線

千歳烏山

さくら駐輪場千歳烏山第5

民営

東京都世田谷区南烏山5-34-12

PIJサポートセンター

03-6454-1147

京王線

千歳烏山

三井のリパーク千歳烏山

民営

東京都世田谷区南烏山6-5-1

リパークコールセンター

0120-325-130

京王線

千歳烏山

三井のリパーク千歳烏山駅前第２

民営

東京都世田谷区南烏山5-10-5

リパークコールセンター

0120-325-130

京王線

千歳烏山

アップルパークライフ千歳烏山店駐輪場

民営

東京都世田谷区南烏山5-32-1

株式会社アップルパーク

0120-811-033

京王線

千歳烏山

クレアビル駐輪場

民営

東京都世田谷区南烏山4-12-7

株式会社アップルパーク

0120-963-984

京王線

千歳烏山

サイクルパーク千歳烏山

民営

東京都世田谷区南烏山5-35

サイクルパーク千歳烏山

0120－787－825

京王井の頭線

池ノ上

世田谷区立池ノ上自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区代沢2-42-18

世田谷区立池ノ上自転車等駐車場

03-3419－3060

京王井の頭線

新代田

世田谷区立新代田自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区代田6-34-13

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300-9298

京王井の頭線

東松原

世田谷区立東松原自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区松原5-2-12

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300-9298

小田急線

東北沢

なし

小田急線

下北沢

世田谷区立下北沢自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区北沢2－2－13

北沢タウンホール1階駐輪場受付

03-3481－6251

小田急線

下北沢

世田谷区立下北沢第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区北沢1-38－10

北沢タウンホール1階駐輪場受付

03-3481－6251

小田急線

下北沢

世田谷区立下北沢第三自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区北沢1-40－11

北沢タウンホール1階駐輪場受付

03-3481－6251

小田急線

下北沢

世田谷区立下北沢東自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区北沢1-46先

北沢タウンホール1階駐輪場受付

03-3481－6251

小田急線

下北沢

世田谷区立下北沢北自転車等置場(無料)

区立

東京都世田谷区北沢2-25先

世田谷区交通安全自転車課

03-5432-2515

小田急線

下北沢

三井のリパーク下北沢駅前駐輪場

民営

東京都世田谷区北沢2-23-4

リパークコールセンター

0120-325-130

小田急線

世田谷代田

サイクルスペース24吹上世田谷代田駅第二

民営

東京都世田谷区代田2-19

東海技研サポートセンター

050-3531-6006

小田急線

梅ヶ丘

オダクル梅ヶ丘第１駐輪場

民営

東京都世田谷区梅丘1‐29

オダクル豪徳寺第３管理事務所

03-3428-8729

小田急線

梅ヶ丘

オダクル梅ヶ丘第２駐輪場

民営

東京都世田谷区梅丘1-43-40

オダクル豪徳寺第３管理事務所

03-3428-8729

小田急線

梅ヶ丘

オダクル梅ヶ丘ＯＸ駐輪場

民営

東京都世田谷区梅丘1-31

オダクル豪徳寺第３管理事務所

03-3428-8729

小田急線

豪徳寺

オダクル豪徳寺第２駐輪場

民営

東京都世田谷区豪徳寺1-43

オダクル豪徳寺第３管理事務所

03-3428-8729

小田急線

豪徳寺

オダクル豪徳寺第３駐輪場

民営

東京都世田谷区宮坂2-26-1

オダクル豪徳寺第３管理事務所

03-3428-8729

小田急線

豪徳寺

オダクルマルシェ豪徳寺駐輪場

民営

東京都世田谷区豪徳寺1-24

オダクル豪徳寺第３管理事務所

03-3428-8729

小田急線

経堂

世田谷区立経堂南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区経堂1－12－11

世田谷区立経堂南自転車等駐車場

03-3439－5190

小田急線

経堂

オダクル経堂第１駐輪場

民営

東京都世田谷区宮坂3-１-23

オダクル経堂第１管理事務所

03-3706-3091

小田急線

経堂

オダクル経堂第２駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂2-14先

オダクル経堂第１管理事務所

03-3706-3091

小田急線

経堂

オダクル経堂第３駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂3-2-14

オダクル経堂第１管理事務所

03-3706-3091

小田急線

経堂

オダクル経堂コルティ駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂2-1-33

オダクル経堂第１管理事務所

03-3706-3091

小田急線

経堂

松原ビル駐輪場

民営

東京都世田谷区宮坂2-19-4

エスパークマネジメント株式会社

0120-022-645

小田急線

経堂

三井のリパーク経堂

民営

東京都世田谷区経堂2-3-1

リパークコールセンター

0120-325-130

小田急線

経堂

三井のリパーク経堂駅前第２駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂2-4-17

リパークコールセンター

0120-325-130

小田急線

経堂

三井のリパーク経堂駅前第３駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂2-2

リパークコールセンター

0120-325-130

小田急線

千歳船橋

世田谷区立千歳船橋北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区船橋1－13－2

世田谷区立千歳船橋北自転車等駐車場

03-3428－3756

小田急線

千歳船橋

世田谷区立千歳船橋南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区桜丘2－22－1

世田谷区立千歳船橋南自転車等駐車場

03-5477－1133

小田急線

千歳船橋

オダクル千歳船橋第１駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂4-18-24

オダクル千歳船橋第１管理事務所

03-5450-1451

小田急線

千歳船橋

オダクル千歳船橋第２駐輪場

民営

東京都世田谷区船橋1-10

オダクル千歳船橋第１管理事務所

03-5450-1451

小田急線

千歳船橋

オダクル千歳船橋第３駐輪場

民営

東京都世田谷区桜丘5-21

オダクル千歳船橋第１管理事務所

03-5450-1451

小田急線

千歳船橋

オダクル千歳船橋第４駐輪場

民営

東京都世田谷区桜丘5-47

オダクル千歳船橋第１管理事務所

03-5450-1451

小田急線

千歳船橋

オダクルマルシェ千歳船橋駐輪場

民営

東京都世田谷区船橋1-9-45

オダクル千歳船橋第１管理事務所

03-5450-1451

小田急線

千歳船橋

オダクル千歳船橋OX駐輪場

民営

東京都世田谷区経堂4-18-38

オダクル千歳船橋第１管理事務所

03-5450-1451

小田急線

千歳船橋

サイクルステーションＣｏｉｎ’ｓ千歳船橋

民営

東京都世田谷区桜丘2-19-7

コールセンター

0120-963-791

小田急線

祖師ヶ谷大蔵

オダクル祖師ヶ谷大蔵第１駐輪場

民営

東京都世田谷区祖師谷1‐7-25

オダクル祖師ヶ谷大蔵第１管理事務所

03-3789-5440

小田急線

祖師ヶ谷大蔵

オダクル祖師ヶ谷大蔵第２駐輪場

民営

東京都世田谷区祖師谷3-2-13

オダクル祖師ヶ谷大蔵第１管理事務所

03-3789-5440

小田急線

祖師ヶ谷大蔵

オダクルマルシェ祖師ヶ谷大蔵駐輪場

民営

東京都世田谷区祖師谷3-1-7

オダクル祖師ヶ谷大蔵第１管理事務所

03-3789-5440

小田急線

祖師ヶ谷大蔵

三井のリパーク祖師ヶ谷大蔵

民営

東京都世田谷区祖師谷3-1-20

リパークコールセンター

0120-325-130

小田急線

祖師ヶ谷大蔵

三井のリパーク祖師ヶ谷大蔵駅前第２

民営

東京都世田谷区砧8-11-1

リパークコールセンター

0120-325-130

最寄駅
路線

駅名

駐車場名

運営

所在地

お問い合わせ先

お問い合わせ先電話番号

小田急線

成城学園前

世田谷区立成城北第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区成城6－14－10

世田谷区立成城北第二自転車等駐車場

03-3484－9722

小田急線

成城学園前

オダクル成城学園前第１駐輪場

民営

東京都世田谷区成城2-38-9

オダクル成城学園前第1管理事務所

03-3416-3219

小田急線

成城学園前

オダクル成城学園前第２駐輪場

民営

東京都世田谷区成城5-1-1

オダクル成城学園前第２管理事務所

03-3789-0156

小田急線

喜多見

オダクル喜多見第１駐輪場

民営

東京都世田谷区喜多見9‐1‐34

オダクル喜多見店舗管理事務所

03-5438-4433

小田急線

喜多見

オダクル喜多見第３駐輪場

民営

東京都世田谷区喜多見9-25

オダクル喜多見店舗管理事務所

03-5438-4433

小田急線

喜多見

オダクル喜多見第２駐輪場

民営

東京都狛江市岩戸北1

オダクル喜多見店舗管理事務所

03-5438-4433

小田急線

喜多見

TOHTOサイクルパーク喜多見第1

民営

東京都狛江市岩戸北4-6

株式会社モーリス

0120-787-825

小田急線

喜多見

オダクル喜多見店舗駐輪場

民営

東京都狛江市岩戸北2

オダクル喜多見店舗管理事務所

03-5438-4433

東急田園都市線 池尻大橋

世田谷区立池尻大橋自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区池尻3-2先

世田谷区立三軒茶屋北自転車等駐車場

03-3419-2191

東急田園都市線 三軒茶屋

世田谷区立三軒茶屋北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区太子堂2－16－1

世田谷区立三軒茶屋北自転車等駐車場

03-3419-2191

東急田園都市線 三軒茶屋

世田谷区立三軒茶屋北第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区太子堂2-20-４

世田谷区立三軒茶屋北自転車等駐車場

03-3419-2191

東急田園都市線 三軒茶屋

世田谷区立三軒茶屋北第三自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区太子堂2-16-11

世田谷区立三軒茶屋北第三自転車等駐車場

03-6667-0034

東急田園都市線 三軒茶屋

世田谷区立三軒茶屋中央自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区三軒茶屋2－11先

世田谷区立三軒茶屋中央自転車等駐車場

090－4963－2690

東急田園都市線 三軒茶屋

世田谷区立三軒茶屋西自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区太子堂4－20－８

世田谷区立三軒茶屋西自転車等駐車場

03-3410－2408

東急田園都市線 三軒茶屋

世田谷区立三軒茶屋２丁目自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区三軒茶屋2－14－9

世田谷区立三軒茶屋西自転車等駐車場

03-3410－2408

東急田園都市線 三軒茶屋

キャロットタワー駐輪場(1F)

民営

東京都世田谷区太子堂4-1-1

キャロットタワー駐輪場

03-3663－4604

東急田園都市線 三軒茶屋

キャロットタワー駐輪場(地下)

民営

東京都世田谷区太子堂4-1-1

キャロットタワー駐輪場

03-3663－4604

東急田園都市線 三軒茶屋

三井のリパーク三軒茶屋駅前駐輪場

民営

東京都世田谷区太子堂2-14-12

リパークコールセンター

0120-325-130

東急田園都市線 駒沢大学

世田谷区立駒沢自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区駒沢2－6－17

世田谷区立駒沢自転車等駐車場

03-3795－7931

東急田園都市線 桜新町

世田谷区立桜新町自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区桜新町2－7－15

世田谷区立桜新町自転車等駐車場

03-3427－7346

東急田園都市線 桜新町

チェリンコ

民営

東京都世田谷区桜新町2-11-13

株式会社アラオカ

03-5799-4266

東急田園都市線 用賀

世田谷区立用賀自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区用賀4－5－5先

世田谷区立用賀自転車等駐車場

03-3707－6241

東急田園都市線 用賀

世田谷区立用賀西自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区用賀4－9－8

世田谷区立用賀西自転車等駐車場

03-3700－7917

東急田園都市線 用賀

世田谷区立用賀西第二自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区用賀4－10先

世田谷区立用賀西自転車等駐車場

03-3700－7917

東急田園都市線 用賀

ＳＢＳ（世田谷ビジネススクエア）駐輪場

民営

東京都世田谷区用賀4‐10-1

NPO法人Ｂｅｅｎ

03-5793-4340

東急田園都市線 用賀

用賀２丁目駐輪場

民営

東京都世田谷区用賀2‐33-22

フリーダイヤル

0120-8107-12

東急田園都市線 二子玉川

世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区玉川3－15－3

世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場

03-3709－2815

東急田園都市線 二子玉川

世田谷区立二子玉川西多摩堤自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区玉川1-12-７先

世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場

03-3709－2815

東急田園都市線 二子玉川

東急二子玉川駅駐輪場

民営

東京都世田谷区玉川2-24

東急二子玉川駐輪場

03-3708-3914

東急田園都市線 二子玉川

二子玉川ライズ（第１・ステーションマーケット２Ｆ）

民営

東京都世田谷区玉川2-22-12

NCDサポートセンター

0120-356-621

東急田園都市線 二子玉川

二子玉川ライズ（第２・リバーフロントＢ１）

民営

東京都世田谷区玉川2-21-1

NCDサポートセンター

0120-356-621

東急田園都市線 二子玉川

二子玉川ライズ（第３・バーズモール２Ｆ）

民営

東京都世田谷区玉川2-2-1

NCDサポートセンター

0120-356-621

東急田園都市線 二子玉川

二子玉川ライズ（第４・テラスマーケット1F）

民営

東京都世田谷区玉川1-14-1

NCDサポートセンター

0120-356-621

東急田園都市線 二子玉川

二子玉川ライズ（第５・テラスマーケット1F）

民営

東京都世田谷区玉川1-14-1

NCDサポートセンター

0120-356-621

東急田園都市線 二子玉川

玉川高島屋S・C駐輪場（西館）

民営

東京都世田谷区玉川3-16-22

玉川高島屋S・C代表番号

03-3709-2222

東急田園都市線 二子玉川

玉川高島屋S・C駐輪場（アイビーズプレイス）

民営

東京都世田谷区玉川4-1-25

玉川高島屋S・C代表番号

03-3709-2222

東急田園都市線 二子玉川

柳小路錦町駐輪場

民営

東京都世田谷区玉川3-13-1

玉川高島屋S・C代表番号

03-3709-2222

東急大井町線

自由が丘

世田谷区立自由が丘駅第一自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区奥沢5－42－14

世田谷区立自由が丘駅第一自転車等駐車場

03-3722－7371

東急大井町線

尾山台

世田谷区立尾山台自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区尾山台3－34－14

世田谷区立尾山台自転車等駐車場

03-5706－9455

東急大井町線

九品仏

世田谷区立九品仏南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区奥沢6－25－9

世田谷区立尾山台自転車等駐車場

03-5706－9455

東急大井町線

等々力

世田谷区立等々力自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区等々力3－2－2

世田谷区立等々力自転車等駐車場

03-3705－3741

東急大井町線

上野毛

世田谷区立上野毛北自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区上野毛1－27－13

世田谷区立上野毛北自転車等駐車場

03-3702－3869

東急大井町線

上野毛

東急上野毛駅駐輪場

民営

東京都世田谷区上野毛1-13

東急レールウェイサービス

044-863-7166

東急目黒線

奥沢

東急奥沢駅駐輪場

民営

東京都世田谷区奥沢2-9-20

東急レールウェイサービス

03-5483-8871

東急世田谷線

松原

世田谷区立松原自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区赤堤4-1-1先

世田谷区立明大前南自転車等駐車場

03-5300-9298

東急世田谷線

宮の坂

なし

東急世田谷線

上町

世田谷区立上町自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区世田谷3-3先外

世田谷区立上町自転車等駐車場

03-3425－7195

東急世田谷線

世田谷

世田谷区立世田谷駅南自転車等駐車場

区立

東京都世田谷区世田谷4-7-16

世田谷区立経堂南自転車等駐車場

03-3439-5190

東急世田谷線

松蔭神社前

なし

東急世田谷線

若林

なし

東急世田谷線

西太子堂

なし

