
小倉都心地区共通駐車券参加店リスト

〇湖月堂 粛IIJ1 T目
〇プロント小倉魚町店 急町2丁目
〇梅園小倉魚町店 負町3丁目
〇つじリ茶屋魚町店 彙町3丁目
〇味の山吹蒲鉾

魚町3T目
〇お好み焼「いしん」 彙町3T目
〇麺処ぼくの店 彙町3T目
〇松田楽器店 彙III1 T目

焦町1丁目

彙町2T目
〇デザインギャラリー 卑弥呼（インテリア）

彙町2T目4° フラワーショップティープルー鈷霜

l;, 0 花の チモト 彙町2丁目
o ペットショップふじ や 船場町
0 あぶくリキッチン 彙町3T目
〇ボルダリ ングジムbigfoot

紺星町

€J) BOOK OF F 
馬僭

焦町2丁目

船場町

彙町4丁目

彙町3丁目
〇イヨヤ京町店 京町2丁目
⑤Newしのはら 京町1丁目
@ BALIOS T.F.E 

魚IJ1丁目
e) SUIT SELECT 重町2丁II
〇はまだ洋装店

魚町2丁目
O)レナコンドウ 急町2T目
0 BALIOS本店 船場町

:， 0 ファッションハウスケイティ 重町3丁目
⑤ROBIN IS 艤鴻町
GllMAGE 負町2丁員
⑤オリエンタル ・ ド・ シュクレ

魚IJ2T目
⑤きものぬ～ぼう 彙町3T目
〇小林時計店 彙町1丁目
〇宝石のエトウ小倉店 焦町1丁目
〇めがねの光林魚町店 彙町1丁旨l

、 (?) RE-BORN（化粧品） 彙町3丁目
⑤カトレア魚町店（カバン）

魚町2T目

〇宝石 ・ 時計 ・メガネのナカノ
魚町2T目

〇大丸帽子店
魚町2T目

〇染寿（呉服） 彙町2T目
〇矢野誠神堂（傘） 彙町3T目
O)靴のHATANAKA 彙町3T目
⑤アシックスウォーキング小倉店彙町3T目
e ゑり福（呉服） 彙町3丁目

ヽ

じ ⑤魚町メガネ 彙IJ3丁目
⑤シライシ・ エクセルコダイヤモンド船場町
⑤PURE WHITE（ブライダル） 船場町
⑤l·PRIMO（プライダル） 急町2丁目
⑤かくしんはきもの 京町1T目
⑤ミズノ小倉店

魚町3丁目
⑤新米谷 彙町3丁目
®リオネットセンター小倉店 彙町1丁目
G ドコモショップ小倉魚町店 焦町1丁目
⑤倉一文字やすまつ（刃物店） 彙町2T目
⑤ぶつだん野上

魚町2T目
⑤SANTANA（癒し処）

負町2丁目
⑤ドラッグイレブン魚町店（薬局

魚
） 町3T目

⑤井筒屋小倉店 船場町
ヽ

じ ⑤ソフトバンク小倉魚町銀天街負町1T目
＠パッケージプラザカワノ小倉店 船場町
＠もみ処癒し屋 負町1T目
〇井野屋フレップ 急町2T目
〇なんぼや(NANBOYA) 負町2丁目
〇九州補聴器センター

魚町2丁目

゜

魚町1丁目
©米村歯科医院

←し各 ＠鮎JII歯科医院

〇二階堂歯科医院

: 0 創伸接骨院
4 
三 ⑮上田はりきゅう整骨院

日®ケーズ美容皮ふ科

日②小倉魚町献血ルーム

魚IJ2丁目

船場町

船場町

馬信

京町1丁目

京町1丁目

薫町1T目

魚町1丁目

※参加店の場所については中面のマップを
ご覧ください。
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駐車券
すべての参加駐車場で
共通にこ利用いただけます。1

※ただし®のトラストパー ク小倉駅北駐車場ではお帰りの際に
駐車場事務所前に設置されております

”
事前精算機

”
でのこ精

算をお願い致します。出ロゲートの精算機では「小倉都心地区
共通駐車券」はこ利用いただけませんのでこ注意下さい。

·野闊ぶ幽•

参加駐車場の
駐車勢をこ提示
ください。
当店で仁ニコ円以上
ぉ口上げの方に、
共通駐車券を

こコ枚さしあげます。

；筈誤菩芦i.

お閾い合わせは

北九州まちづくり応援団株式会社
〒802-0006北九州市小倉北区鳥町2T目6-1

Tel :093-541-0191 Fax:093-541-0193 

E-mai I: park@kitakyushucci.or.jp 

平成30年4月1日現在

．
．

 ‘ 

このマー クの参加駐車場にクルマを停めて、

参加店でお買物をすると、お買上げ金額に

応じて共通駐車券がもらえます。

※ご利用駐車場の駐車券は必ずご持参のうえ、参加店に
ご提示ください。駐車券の無い方は共通駐車券をお渡し
できませんので充分ご注意ください。
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゜ 国際パー キング
160台 093-541-3939 24時間

゜ 中村パー キングプラザ
80台

093-551-7022 9:00-21 :oo 

゜ ダイイチパー ク京町T,P
54台

093-521-0220 8 30-21 00 

゜ センタ ーパーキング
29台 093-551-6420 8 00-20:00 

゜ クロスロードパーキング
242台 093-551-6420 24時間

船場町エリア

…--0 リパー ク船場町駐車場

鍛冶町・堺町エリア

316台
9:00-22:00 1093-522-305 l 

46台
24時間 I 0120-325-130 

゜ 中央第1駐車場
104台 093-531-2015 24時間

゜ 中央第2駐車場
100台

093-521-0555 24時間

® 西鉄堺町立体駐車場
220台 093-541-2901 24時間

® 大阪町パーキング
41台 093-522-0754 s:00-24:00 

゜ パー クサイドビル
234台 093-551-3878 24時間

OI 井筒屋大手町 駐車場

馬借エリア
| 

01 井筒屋馬借駐車場

420台
24時間

470台
24時間

093-583-8133 

093-522-3971 

®|市営室町駐車場
197台

7:30-22:00 1093-581-6145 

城内エリア

Cl 市営勝山公園地下駐車場
500台

7:30-22:00 1093-582-3866 

り市営天神島駐車場
310台
24時間

トラストパー ク小倉駅北駐車場

あるあるCity2号館

453台
24時間
972台
24時問

竺
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