
地域 駐車場名 所在地 収容台数 路面 除雪内容 地域 駐車場名 所在地 収容台数 路面 除雪内容

南13条パーキング 札幌市中央区南13条西13丁目 26台 舗装 なし エッセ愛国西3パーキング 釧路市愛国西3丁目 7台 砂利 なし

エッセ北8条パーキング 札幌市中央区北8条西18丁目 81台 砂利 除排雪 サトービル愛国西月極駐車場 釧路市愛国西4丁目 16台 砂利 なし

エッセ南17西14パーキング 札幌市中央区南17条西14丁目 18台 舗装 除排雪 栄町 栄町パーキング 釧路市栄町7丁目 10台 砂利 なし

エッセ南7西26パーキング 札幌市中央区南7条西26丁目 8台 砂利 除排雪 興津 エッセ桜ヶ岡パーキング 釧路市興津5丁目 50台 砂利 除雪

エッセ北13西2パーキング 札幌市北区北13条西2丁目 7台 砂利 除排雪 錦町 すずらん錦町パーキング 釧路市錦町4丁目 13台 舗装 なし

エッセ北17西2パーキング 札幌市北区北17条西2丁目 10台 砂利 除排雪 幸町 すずらん幸町公園パーキング 釧路市幸町12丁目 0台 砂利 なし

細山熱器北19条パーキング 札幌市北区北19条西5丁目 27台 舗装 除排雪 黒金駐車場 釧路市黒金町13丁目 0台 砂利 除雪

エッセ北20西3パーキング 札幌市北区北20条西3丁目 11台 砂利 除排雪 エッセ釧路中央パーキング 第１駐車場 釧路市黒金町8丁目 31台 舗装 あり

エッセ北15西1パーキング 札幌市北区北15条西1丁目 11台 砂利 除排雪 エッセ釧路中央パーキング 第２駐車場 釧路市黒金町9丁目 15台 舗装 あり

エッセ開成パーキング 札幌市東区北24条東21丁目 16台 砂利 除排雪 すずらん駐車場 釧路市黒金町6丁目 25台 舗装 除雪

エッセ北８東５パーキング 札幌市東区北８条東５丁目 16台 砂利 除排雪 住之江町 サトービル住之江パーキング 釧路市住之江町 20台 舗装 除雪

エッセ北16東５パーキング 札幌市東区北16条東5丁目 30台 砂利 除排雪 川上町 川上町駐車場 釧路市川上町8丁目 13台 舗装 なし

エッセ北16東15パーキング 札幌市東区北16条東15丁目 12台 砂利 除排雪 川北町 川北町ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 釧路市川北町2丁目 7台 砂利 なし

西区 エッセ西野4・3パーキング 札幌市西区西野4条3丁目 8台 砂利 除排雪 鶴ヶ岱 エッセ鶴が岱ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 釧路市鶴ヶ岱3丁目 7台 砂利 なし

南区 エッセ真駒内緑町パーキング 札幌市南区真駒内緑町２丁目 61台 舗装 除排雪 文苑 エッセ文苑パーキング 釧路市文苑4丁目 12台 砂利 なし

エッセ平岸4･6パーキング 札幌市豊平区平岸4条6丁目 12台 砂利 除排雪 すずらん11丁目パーキング 釧路市北大通11丁目 9台 舗装 除雪

エッセ福住公園前パーキング 札幌市豊平区福住2条2丁目 26台 砂利 除排雪 すずらん4丁目パーキング 釧路市北大通4丁目 14台 舗装 除雪

エッセ福住緑の森パーキング 札幌市豊平区福住2条2丁目 17台 舗装 除排雪 北大通5丁目パーキング 釧路市北大通5丁目 26台 舗装 除雪

手稲区 エッセ手稲富丘１・４パーキング 札幌市手稲区富丘1条4丁目 42台 舗装 なし すずらん末広パーキング 釧路市末広町10丁目 6台 舗装 除雪

石狩市 いしかり花川北パーキング 石狩市花川北3条3丁目 113台 舗装 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 末広駐車場 釧路市末広町11丁目 12台 舗装 除雪

すずらん駅前パーキング 釧路市末広町12丁目 19台 舗装 なし

浪花町12丁目パーキング 釧路市末広町12丁目 5台 砂利 なし

浪花町 エッセ浪花町パーキング 釧路市浪花町12丁目 28台 砂利 除雪

時間貸し駐車場

地域 物件名称 所在地 収容台数 路面 除雪内容 地域 駐車場名 所在地 収容台数 路面 地域 駐車場名 所在地 収容台数 路面 除雪内容

入船2丁目パーキング 小樽市入船2丁目 3台 砂利 なし エッセ大通東パーキング 札幌市中央区大通東３丁目 12台 舗装 亀田町 亀田町パーキング 函館市亀田町 13台 砂利 なし

入船3丁目パーキング 小樽市入船3丁目 4台 砂利 除排雪 エッセ南8西8パーキング 札幌市中央区南8条西8丁目 12台 舗装 宮前町 宮前町パーキング 函館市宮前町 18台 舗装 なし

新光１丁目パーキング 小樽市新光1丁目 21台 舗装 除排雪 北23西5パーキング 札幌市北区北23条西5丁目 4台 舗装 元町 元町33パ−キング 函館市元町 12台 砂利 なし

新光4丁目パーキング 小樽市新光4丁目 10台 砂利 除排雪 エッセ北7西5パーキング 札幌市北区北7条西5丁目 12台 舗装 五稜郭町 五稜郭パーキング 函館市五稜郭町 17台 舗装 なし

住ノ江 住ノ江パーキング 小樽市住ノ江2丁目 6台 舗装 除排雪 北９条パーキング 札幌市北区北9条西3丁目 4台 舗装 港町 港町パーキング 函館市1丁目 24台 舗装 なし

富岡 船見坂パーキング 小樽市富岡2丁目 14台 砂利 除排雪 エッセ北口パーキング 札幌市北区北9条西3丁目 34台 舗装 時任町 時任町パーキング 函館市時任町 24台 砂利 なし

⾧橋2丁目パーキング 小樽市⾧橋2丁目 6台 砂利 除排雪 色内 エッセ小樽色内パーキング 小樽市色内1丁目 24台 舗装 高砂パーキング 函館市若松町 16台 砂利 なし

⾧橋4丁目パーキング 小樽市⾧橋4丁目 10台 砂利 除排雪 若松第二パーキング 函館市若松町 4台 砂利 なし

花園3丁目第1パーキング 小樽市花園3丁目 7台 舗装 除排雪 若松第三パ−キング 函館市若松町 7台 舗装 なし

花園１丁目パーキング 小樽市花園1丁目 8台 舗装 除排雪 エッセ若松町パーキング 函館市若松町 35台 砂利 なし

船浜町 船浜第二パーキング 小樽市船浜町 10台 砂利 なし 青柳町 青柳町33パ−キング 函館市青柳町 19台 砂利 なし

緑 緑3丁目パーキング 小樽市緑3丁目 3台 砂利 除排雪 千代台第2パーキング 函館市千代台町 6台 砂利 なし

最上 最上1丁目パーキング 小樽市最上1丁目 5台 砂利 なし ル・ノール千代台駐車場 函館市千代台町 4台 舗装 なし

山田町 山田町パーキング 小樽市山田町 5台 砂利 なし 大手町 大手町パーキング 函館市大手町 22台 舗装 なし

若松 エッセ若松1丁目パーキング 小樽市若松1丁目 83台 砂利 除排雪 中島町 あけぼのマンション内駐車場 函館市中島町 4台 舗装 なし

柏木町 エッセ柏木町パーキング 函館市柏木町 19台 砂利 なし

白鳥町 白鳥町パーキング 函館市白鳥町 10台 舗装 なし

富岡町 アベニュ−パ−キング 函館市富岡町2丁目 8台 砂利 なし

宝来町 宝来町パーキング 函館市宝来町 7台 舗装 なし

豊川町23・10パーキング 函館市豊川町 10台 舗装 なし

豊川町23・11パーキング 函館市豊川町 16台 舗装 なし

豊川町第2パーキング 函館市豊川町 5台 砂利 なし

エッセ豊川町パーキング 函館市豊川町 18台 砂利 なし

豊川町9番パーキング 函館市豊川町 23台 砂利 なし

豊川町24番パーキング 函館市豊川町 10台 砂利 なし

本町 中央病院前パーキング 函館市本町 8台 砂利 なし

万代町 車庫３ 函館市万代町 2台 舗装 なし

万代町 車庫４ 函館市万代町 2台 舗装 なし

万代町 車庫５ 函館市万代町 2台 舗装 なし

万代町第一パ−キング 函館市万代町 4台 舗装 なし

万代町第二パーキング 函館市万代町 15台 舗装 なし

梁川町 梁川町パーキング 函館市梁川町 14台 砂利 なし
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