
 

（高崎アリーナ周辺）
  

 

 

 

 

 

（高崎駅西口）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高崎駅東口）

①丸屋高崎西口

②鬼乃子高崎旭町ＨＳ

③ウエストパーク

④高崎駅西口駐車場

⑤平和パーク旭町

⑥高崎駅西口ﾍﾟｶﾞｻｽ駐車場

⑦高崎シティパーク

⑧日新パーク高崎八島町

アリーナ周辺）
 

（高崎駅西口） 

（高崎駅東口） 

①丸屋高崎西口ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

②鬼乃子高崎旭町ＨＳ

③ウエストパーク 1000

④高崎駅西口駐車場 

⑤平和パーク旭町 

⑥高崎駅西口ﾍﾟｶﾞｻｽ駐車場

⑦高崎シティパーク 

⑧日新パーク高崎八島町

高崎アリーナ
       

アリーナ周辺） 

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 215 台
6：00～18

②鬼乃子高崎旭町ＨＳ 215 台
6：00～18

1000 1000 台
最初の 1

分） 最大入庫後

95 台 
9:00～18:00

（1時間以降

700 台
7:00~19:00

￥100/60

最大 各階共通

⑥高崎駅西口ﾍﾟｶﾞｻｽ駐車場 146 台
7:00~20:00

517 台
￥100/30

⑧日新パーク高崎八島町 50 台 
8：00～19

土日祝￥

高崎アリーナ
       

台 24 時館 
18：00 ￥100/60 分（最大￥

台 24 時間 
18：00 ￥100/60 分（最大￥

台 24 時間 
1 時間￥160/30 分（以降￥

最大入庫後 24 時間まで￥

 24 時間 
18:00 60 分 ￥320 

時間以降30分毎￥160）6時間以上￥

台 24 時間 
7:00~19:00 ￥100/40 分（

100/60 分（7 階~） 

各階共通 7:00~19:00 

台 24 時間 
7:00~20:00 ￥160/30 分（最大￥

台 24 時間 
100/30 分（3 時間~24 時間￥

 24 時間 
19：00￥100/20 分（最大￥

土日祝￥100/20 分（最大￥1800

高崎アリーナ 駐車場案内
        周辺駐車場・・・６，６１８台（最大）

①高崎アリーナ地下駐車場

②城南立体駐車場

⑱アートパーク高崎東

分（最大￥300） 

⑨鬼乃子高崎砂賀町第２

分（最大￥300） 

⑩鬼乃子高崎砂賀町

 
（以降￥150/30

時間まで￥1000 

⑪市営駅前駐車場

 

時間以上￥1920 

⑫西口サウスパーク

分（1~6 階）

 ￥700 

⑬鬼乃子高崎砂賀町第

分（最大￥800） 
⑭鬼乃子高崎あら町和田

時間￥600） 
⑮ﾀｲﾑｽﾞ高崎連雀町第

分（最大￥1500） 

1800） 

⑯ココウエスト

駐車場案内
周辺駐車場・・・６，６１８台（最大）

①高崎アリーナ地下駐車場

②城南立体駐車場 

⑱アートパーク高崎東

⑨鬼乃子高崎砂賀町第２

⑩鬼乃子高崎砂賀町

⑪市営駅前駐車場

⑫西口サウスパーク

⑬鬼乃子高崎砂賀町第

⑭鬼乃子高崎あら町和田

⑮ﾀｲﾑｽﾞ高崎連雀町第

⑯ココウエスト 

駐車場案内 
周辺駐車場・・・６，６１８台（最大）

①高崎アリーナ地下駐車場                     200

※一般利用不可
（大会役員・来賓・報道・業者等）

 500

無料
までお持ちください。）

⑱アートパーク高崎東 440
￥

24

⑨鬼乃子高崎砂賀町第２ 19
6:00

⑩鬼乃子高崎砂賀町 87
6：

⑪市営駅前駐車場 351
30

最大入庫後

⑫西口サウスパーク 440
￥100/30

上層階最大

8：

低層階最大

⑬鬼乃子高崎砂賀町第 3 45
6:00~19:00

⑭鬼乃子高崎あら町和田 34
6:00~19:00

⑮ﾀｲﾑｽﾞ高崎連雀町第 3 24
￥100/40

 485
7:00~19:00

周辺駐車場・・・６，６１８台（最大）

200 台 

※一般利用不可
（大会役員・来賓・報道・業者等）

500 台 7：30

無料（駐車券を高崎アリーナ受付

までお持ちください。）

440 台 24 時間
￥100／40 分（12

24 時間最大￥700）

19 台 24 時間 
6:00～19:00￥150/30 分（最大￥

87 台 24 時間 
：00～19：00￥150/30

351 台 24 時間
30 分￥160（以降￥

最大入庫後 24 時間まで￥

440 台 24 時間
100/30 分 

上層階最大 24 時間￥800

：00～18：00 最大￥700

低層階最大 24 時間￥1000

45 台 24 時間 
6:00~19:00￥100/30 分（最大￥

34 台 24 時間 
6:00~19:00￥100/30 分（最大￥

24 台 24 時間 
100/40 分 7：00～19：

485 台 24 時間
7:00~19:00￥100/30 分（最大￥

周辺駐車場・・・６，６１８台（最大）

※一般利用不可 
（大会役員・来賓・報道・業者等）

30～22：30 

（駐車券を高崎アリーナ受付

までお持ちください。） 
時間 
12 時間最大￥400

） 

 
分（最大￥600） 

 
150/30 分（最大￥800） 

時間 
（以降￥150･30 分） 

時間まで￥1000 

時間 

800 

700 

1000 

 
分（最大￥500） 

 
分（最大￥600） 

 
：00（最大￥500） 

時間 
分（最大￥700） 

周辺駐車場・・・６，６１８台（最大） 

（大会役員・来賓・報道・業者等） 

（駐車券を高崎アリーナ受付

400 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高崎アリーナへのアクセス
①ＪＲ／バスをご利用の場合

○ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

 ○バスをご利用の場合

  ※８時始発

※料金は１００円

 

②自動車をご利用の場合

○関越自動車道

高崎玉村スマートＩＣから

高崎ＩＣから

 

高崎アリーナへのアクセス
①ＪＲ／バスをご利用の場合

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

バスをご利用の場合

時始発（１５分おきの運行）

料金は１００円

をご利用の場合

関越自動車道  

高崎玉村スマートＩＣから

高崎ＩＣから 7.0

 

高崎アリーナへのアクセス
①ＪＲ／バスをご利用の場合 

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

バスをご利用の場合：「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車

分おきの運行）

料金は１００円 

をご利用の場合 

高崎玉村スマートＩＣから 8.7

7.0 ㎞、17 分 

 

高崎アリーナへのアクセス 

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車

分おきの運行） 

8.7 ㎞、19 分

 

高崎

はご

 

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車

分   

①ココパルク８００

②JR 高崎東口駐車整理場

会場へお越しの際は、公共の交通機関を

ご利用ください。お車やバイクでお越し

の場合は、城南立体駐車場（無料）かお

近くの有料駐車場をご利用ください。

 

高崎アリーナ

はご利用

  

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車

①ココパルク８００

高崎東口駐車整理場

会場へお越しの際は、公共の交通機関を

ご利用ください。お車やバイクでお越し

の場合は、城南立体駐車場（無料）かお

近くの有料駐車場をご利用ください。

⚠ 
アリーナ地下駐車場

利用できません

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車

①ココパルク８００                  800
￥

高崎東口駐車整理場 455
￥

（最大入庫後

￥

 会場へお越しの際は、公共の交通機関を

ご利用ください。お車やバイクでお越し

の場合は、城南立体駐車場（無料）かお

近くの有料駐車場をご利用ください。

地下駐車場

できません！！

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分

「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車

800 台 24 時間
￥100/30 分（最大￥

455 台 24 時間
￥100/1 時間以降 1 時間ごとに￥

（最大入庫後 5 時間を超え

￥1100） 

会場へお越しの際は、公共の交通機関を

ご利用ください。お車やバイクでお越し

の場合は、城南立体駐車場（無料）かお

近くの有料駐車場をご利用ください。

地下駐車場 

！！ 

ＪＲ北陸・上越新幹線、ＪＲ各在来線、上信電鉄をご利用の場合：「ＪＲ高崎駅」から徒歩約８分 

「高崎駅西口」から高崎アリーナシャトルイバスのりば乗車、「高崎アリーナ」下車 

時間 
分（最大￥900） 

時間 
時間ごとに￥200 

時間を超え 24 時間まで

会場へお越しの際は、公共の交通機関を

ご利用ください。お車やバイクでお越し

の場合は、城南立体駐車場（無料）かお

近くの有料駐車場をご利用ください。 

 

 

時間まで


