
NO 区名 住　　所 サービス時間 定休日 設置年度

1 タイムズ24桜橋駐車場 駐車場 北区 梅田1-1-7 ２４時間 無休 22

2
ヨドバシカメラ
マルチメディア梅田店立体駐車場

商業施設 北区 大深町1-1 9:30-22:00 年中無休 26

3 阪急梅田駅屋上駐車場 駐車場 北区 芝田1-1-2 24時間 無休 27

4 日産大阪販売(株)大淀店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

北区 大淀中5-9-15 24時間 無休 27

5 大阪市役所　地下駐車場 行政 北区 中之島1-3-20　 7:00-23:00
土曜、日曜、祝日、

年末年始
29

6 日産大阪販売(株)都島本通店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

都島区 都島本通4-23-12 10:00-18:00 水曜日 26

7 日産大阪販売(株)都島店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

都島区 友渕町2-15-15 10:00-19:00 水曜日 30

8 デルタ電子(株)大阪営業所車庫前 その他 福島区 福島5-9-6 9:30-18:00
土曜、日曜、祝日、
ＧＷ、お盆、年末年始

26

9 ファミリーマート福島北港通店 コンビニ 福島区 大開4-2-3 24時間 無休 26

10 ピーズ舞洲サンセットパーク 公園 此花区 北港緑地1-2 24時間 無休 29

11 日産レンタカー淀屋橋店
自動車
ﾚﾝﾀｶｰ

中央区 伏見町4-2-7 ２４時間 無休 26

12 NPC西心斎橋第2パーキング 駐車場 中央区 西心斎橋1-11-3 24時間 無休 27

13 大阪市立法円坂駐車場（2号ブロック） 駐車場 中央区 法円坂２ 24時間 無休 31

14 大阪城公園駅前駐車場 駐車場 中央区 大阪城3-4 24時間 無休 30

15 大阪城公園森ノ宮駐車場 駐車場 中央区 大阪城3-9 24時間 無休 30

16 日産大阪販売(株)堀江店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西区 南堀江3-14-22 10:00-18:00 第１水曜、年末年始 23

17 日産大阪販売(株)川口店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西区 川口2-3-11 10:00-18:00 水曜、年末年始 25

18 (株)LIXILビバ　ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ大阪ドームシティ店１ 商業施設 西区 千代崎3-2-66 7:00-21:00 無休 25

19 (株)LIXILビバ　ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ大阪ドームシティ店２ 商業施設 西区 千代崎3-2-66 7:00-21:00 無休 25

20 ㈱西出自動車工作所　本社 その他 西区 新町1-12-8 9:00-17:45 土曜、日曜、祝日 25

21
西日本三菱自動車販売(株)大阪営業本部大阪
西店

自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西区 北堀江4-16-9 ２４時間 無休 27

22 大阪市立靭駐車場 駐車場 西区 靭本町2-1-29 ２４時間 無休 31

23 大阪市立西横堀駐車場（第１号ブロック） 駐車場 西区 立売堀1 24時間 無休 31

24 阪神高速16号大阪港線　朝潮橋ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ PA 港区 石田3-1-25 ２４時間 無休 24

25 (宗)生長の家 大阪教化部 その他 天王寺区 上本町5-6-15 10:00-16:00
木曜、祝日、
臨時休館日あり

26

26 近鉄ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱上本町駐車場 駐車場 天王寺区 上本町6-1-55 　 6:00-23:00 無休 27

27 ヤマダ電機LABI１なんば店 商業施設 浪速区 難波中2-11-35 9:00-22:00 1月1日 21

28
八光自動車工業(株)　ジャガー・ランドロー
バーなにわ

自動車工
場

浪速区 稲荷1-9-22 10:00-18:00
水曜、GW、
お盆、年末年始

31

29
阪神高速5号湾岸線　中島ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ
（神戸方面行）

PA 西淀川区 中島２丁目地先 ２４時間 無休 21

30 日産大阪販売(株)歌島橋店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西淀川区 姫里3-12-44 10:00-18:00 水曜日 26

31
西日本三菱自動車販売㈱
大阪中古車卸売ｾﾝﾀｰ

自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西淀川区 御幣島5-9-16 ２４時間 無休 26
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32 西日本三菱自動車販売(株)新大阪店 ﾃﾞｨｰﾗｰ 淀川区 新高1-4-10 10:00-1９:00 水曜、年末年始 22

33 日産レンタカー新大阪新幹線駅前店
自動車
ﾚﾝﾀｶｰ

淀川区 西中島5-14-15 ２４時間 無休 23

34 HondaCars大阪　淀川店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

淀川区 野中北1-17-37 ２４時間 無休 30

35 大阪市立十三駐車場１ 駐車場 淀川区 新北野１ 24時間 無休 31

36 大阪市立十三駐車場２ 駐車場 淀川区 新北野１ 24時間 無休 31

37 大阪市立新大阪駅南駐車場 駐車場 淀川区 西中島5 24時間 無休 31

38 大阪市立新大阪駅南第２駐車場 駐車場 淀川区 西中島5 24時間 無休 31

39 ファミリーマート豊里七丁目店 コンビニ 東淀川区 豊里7-31-24 24時間 無休 26

40 ぴあウォークヨコタ その他 東淀川区 上新庄3-19-38 6:00-2:00 無休 27

41 日産大阪販売㈱東淀川店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

東淀川
区

菅原4-11-5 10:00-18:00
水曜、GW、
お盆、年末年始

30

42 日産大阪販売(株)生野店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

生野区 巽中4丁目16-11 10:00-18:00 水曜日 26

43 ファミリーマート中宮店 コンビニ 旭区 中宮1-9-19 24時間 無休 26

44 日産大阪販売㈱城東店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

城東区 成育1-8-16 10:00-18:00 水曜日 30

45 イオンモール鶴見緑地（東側平面駐車場） 商業施設 鶴見区 鶴見4-17-1 9:00-23:00 無休 23

46 ミニストップ大阪諸口5丁目店 コンビニ 鶴見区 諸口5-14-2 24時間 無休 27

47 日産大阪販売(株)鶴見店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

鶴見区 横堤1-12-35 24時間 無休 30

48 (株)信和本社 その他 住之江区 南港東3-3-76 8:30-17:30 土日祝、年末年始 25

49 日産大阪販売(株)住之江店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

住之江区 西加賀屋1-1-39 24時間 無休 26

50 日産レンタカー長居駅前店
自動車
ﾚﾝﾀｶｰ

住吉区 長居3-13-8 ２４時間 無休 23

51 日産大阪販売(株)住吉店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

住吉区 殿辻1-9-26 10:00-18:00 水曜、年末年始 25

52 日産大阪販売(株)東住吉店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

東住吉区 今川5-6-23 24時間 無休 26

53 ファミリーマート矢田一丁目店 コンビニ 東住吉区 矢田1-2-16 24時間 無休 26

54 イオン喜連瓜破駅前店
商業
（行政）

平野区 瓜破2-1-13 9:00-23:00 無休 23

55 日産大阪販売(株)平野店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

平野区 西脇3-4-7 24時間 無休 27

56 ジョーシン南津守店 商業施設 西成区 南津守5-2-14 10:00-20:00 無休 23

57 ファミリーマート北津守三丁目店 コンビニ 西成区 北津守3-1-43 24時間 無休 26

58 ホームセンターコーナン南津守店　 商業施設 西成区 南津守6-1-75 8:00-21:00 無休 27

59 日産大阪販売(株)今宮店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西成区 南開1-6-24 10:00-18:00 水曜 27

60 日産大阪販売(株)玉出店
自動車
ﾃﾞｨｰﾗｰ

西成区 南津守7-4-27 10:00-18:00 水曜 30

※インターネット上で公開された充電施設情報等をもとに大阪市が独自に集計したもの


