
ハウススタジオに近い駐車場



タイムズ西新宿５丁目第２

東京都新宿区西新宿5-9

新宿中央公園付近にあるハウ

ススタジオ近くの駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ西落合第１０

東京都新宿区西落合1-20

新宿区西落合のハウススタジオ

の近隣にある駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください

タイムズ松濤第６

東京都渋谷区松濤1-3

渋谷区松濤の撮影スタジオ近く

の駐車場です。駐車場の貸切も

承りますのでご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0018264_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0054058_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0049202_detail.pdf


タイムズ赤坂７丁目

東京都港区赤坂7-6

赤坂エリアでは少ない大型の

青空駐車場です。

赤坂７丁目のハウススタジオが

近くにあります。駐車場の貸切

も承りますのでご相談ください。

タイムズ東麻布２丁目第２

東京都港区東麻布2-29

赤羽橋駅や麻布十番駅から

徒歩圏にある路面イベントペー

ス・撮影スタジオ近くの駐車場

です。駐車場の貸切も承ります

のでご相談ください。

タイムズ赤坂第１８

東京都港区赤坂4-4

赤坂４丁目のハウススタジオの

近くにある駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ東麻布第１５

東京都港区東麻布2-3

テレビ番組の撮影で使われる

レンタルキッチンスペースの

近くにある駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0036083_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0045113_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0018072_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0033609_detail.pdf


タイムズ東麻布第７

東京都港区東麻布2-31

東麻布２丁目のハウススタジオ

の近くにある駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ岩本町第１０

東京都千代田区岩本町1-3

CMや雑誌の撮影で使われるハウ

ススタジオ近くの駐車場です。

駐車場の貸切も承りますのでご

相談ください。

タイムズ神田東松下町第４

東京都千代田区神田東松下町29

CMやMVの撮影で使われるスタ

ジオ近くの駐車場です。駐車場

の貸切も承りますのでご相談く

ださい。

タイムズ平河町第８

東京都千代田区平河町2-8

ドラマの撮影で使われる日本料

理店近くの駐車場です。駐車場

の貸切も承りますのでご相談く。

ださい

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0000950_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0035045_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0054441_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0023768_detail.pdf


タイムズ奥沢第２

東京都世田谷区奥沢2-15

東急目黒線奥沢駅近くのドラマ

やCMの撮影で有名なハウススタ

ジオに隣接した駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ上北沢３丁目

東京都世田谷区上北沢3-6

京王線上北沢駅近くの住宅街に

ある駐車場です。

周辺には複数のハウススタジオ

があります。駐車場の貸切も承

りますのでご相談ください。

タイムズ上野毛２丁目

東京都世田谷区上野毛2-25

多摩川の河川敷と二子玉川公園

の近くのハウススタジオ付近に

ある駐車場です。駐車場の貸切

も承りますのでご相談ください。

タイムズ池尻

東京都世田谷区池尻3-18

池尻大橋の閑静な住宅街にある。

ハウススタジオの近くにある

駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0000177_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0045030_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0032290_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0001222_detail.pdf


タイムズ太子堂第１４

東京都世田谷区太子堂4-24

三軒茶屋駅近くの撮影でも使わ

れるコンドミニアムホテルの

近くにある駐車場です。

場内からキャロットタワーが

よく見えます。

タイムズ代沢第１５

東京都世田谷区代沢5-12

鎌倉通りと茶沢通りに挟まれた

世田谷区代沢にある一戸建て

ハウススタジオの近くにある

駐車場です。駐車場の貸切も

承りますのでご相談ください。

タイムズ太子堂第５

東京都世田谷区太子堂4-20

三軒茶屋駅近くの撮影でも使わ

れるコンドミニアムホテルの

近くにある駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0027277_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0021782_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0014892_detail.pdf


タイムズ桃井第４

東京都杉並区桃井2-16

杉並区立桃井原っぱ公園付近の

レトロなハウススタジオの近く

にある駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ善福寺第６

東京都杉並区善福寺3-34

ドラマ等の撮影で使われる

ハウススタジオの近くにある

駐車場です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ松庵３丁目第２

東京都杉並区松庵3-13

近くには、ドラマやCMの撮影で

有名な歴史のある洋館ハウスス

タジオや古民家カフェがありま

す。駐車場の貸切も承りますの

でご相談ください。

タイムズ西荻南２丁目

東京都杉並区西荻南2-5

五日市街道の西荻南第２交差点

にある駐車場です。近くに

は撮影で使われるハウススタジ

オがあります。駐車場の貸切も

承りますのでご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0031713_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0038055_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0041387_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0031838_detail.pdf


タイムズ下高井戸第９

東京都杉並区下高井戸3-28

西永福駅と桜上水駅の間の閑静

な住宅街にある駐車場です。

近くには撮影で使われるハウス

スタジオがあります。駐車場の

貸切も承ります。

タイムズ宮前第１２

東京都杉並区宮前5-25

近くには、緑に囲まれた和風な

ハウススタジオがあります。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

タイムズ永福第７

東京都杉並区永福3-55

西永福駅近くの線路沿いにある

駐車場です。近くには撮影

で使われるハウススタジオ

があります。駐車場の貸切も

承りますのでご相談ください。

タイムズ天沼第８

東京都杉並区天沼2-4

近くには、撮影で使われるスタ

ジオがあります。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0052483_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0047635_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0046650_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0027402_detail.pdf


タイムズ上高田第６

東京都中野区上高田2-21

新井薬師駅近くの住宅街にある

ハウススタジオ近くの駐車場で

す。駐車場の貸切も承りますの

でご相談ください。

タイムズ中野大和町第２

東京都中野区大和町1-10

環七の大和陸橋近くのCM等の撮

影で使われるハウススタジオの

目の前にある駐車場です。駐車

場の貸切も承りますのでご相談

ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0017653_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0027258_detail.pdf


タイムズ自由が丘第１８

東京都目黒区自由が丘2-3

自由が丘の閑静な住宅にあるハ

ウススタジオ近くの駐車場です。

駐車場の貸切も承りますのでご

相談ください。

タイムズ目黒本町第１４

東京都目黒区目黒本町4-19

ドラマやCMの撮影で有名なハウ

ススタジオの近隣にある駐車場

です。駐車場の貸切も承ります

のでご相談ください。

タイムズ東山３丁目第２

東京都目黒区東山3-16

池尻大橋駅すぐ側の撮影でも使

われるレンタルスペース近くの

駐車場です。駐車場の貸切も承

りますのでご相談ください。

タイムズ碑文谷１丁目

東京都目黒区碑文谷1-3

東急東横線の学芸大学駅と東急

目黒線の西小山駅の中間の立地

にあります。近くには、撮影で

有名なスタジオがあります。駐

車場の貸切も承ります。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0044035_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0018353_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0030417_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0038137_detail.pdf


タイムズ碑文谷２丁目

東京都目黒区碑文谷2-5

碑さくら通り沿いの駐車場です。

サレジオ教会と清水池公園の中

間にあります。近くに、CMの撮

影で有名なスタジオがあります。

駐車場の貸切も承ります。

タイムズ駒場公園

東京都目黒区駒場4-3

周囲に公園や大学の研究所があ

る静かな環境です。公園内には

撮影でも使われる有名なカフェ

があります。駐車場の貸切も承

りますのでご相談ください。

タイムズ中目黒３丁目

東京都目黒区中目黒3-21

ドラマなどの撮影で使われたこ

とのある有名なカフェの近隣に

ある駐車場です。駐車場の貸切

も承りますのでご相談ください。

タイムズ鷹番３丁目第２

東京都目黒区鷹番3-24

学芸大学駅近くの環七が通る賑

やかな立地にある駐車場です。

近くには撮影で使われることが

あるバーがあります。駐車場の

貸切も承ります。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0027887_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0018355_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0034618_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0050225_detail.pdf


タイムズ西五反田第５４

東京都品川区西五反田2-4

五反田駅近くのJRの線路付近の

駐車場です。近くには撮影で使

われることがあるスタジオがあ

ります。駐車場の貸切も承りま

すのでご相談ください。

タイムズ五反田駅西口

東京都品川区西五反田2-5

五反田駅から学研本社ビル方面

に向かう途中にある駐車場です。

近くには撮影で使われるスタジ

オがあります。駐車場の貸切も

承りますのでご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0038522_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0053172_detail.pdf


タイムズ駒形２丁目第３

東京都台東区駒形2-4

近隣スタジオでの撮影時に、ゼ

ネ車や資材置き場としてのご利

用も可能です。

タイムズ千石第１２

東京都文京区千石1-16

千石の住宅街にあるハウススタ

ジオ近くの駐車場です。駐車場

の貸切も承りますのでご相談く

ださい。

タイムズ駒形２丁目第４

東京都台東区駒形2-4

東京のブルックリンと呼ばれる

人気の蔵前エリアの駐車場です。

近くにCM等の撮影で使われるス

タジオがあります。駐車場の貸

切も承ります。

タイムズ東和２丁目

東京都足立区東和2-18

MV等の撮影で有名なハウス

スタジオの近くにある駐車場

です。

駐車場の貸切も承りますので

ご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0035537_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0020180_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0055563_detail.pdf
https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0028109_detail.pdf


タイムズ東尾久第１９

東京都荒川区東尾久8-3

映画やドラマ等の撮影で有名な

ハウススタジオに隣接する

駐車場です。駐車場の貸切も

承りますのでご相談ください。

https://times-info.net/campaign/location/docs/BUK0020043_detail.pdf

