お車でお越しのお客様へ
1泊分(15：00-11：00)
駐車した場合の
おおよその料金

各駐車場には駐車可能台数に限りがございますので、ご了承くださいませ。
また、周辺は一方通行の道路が多くございます。どうぞ、お気をつけてお越し下さいませ。

1

東洋カーマックス [ 6 台 駐 車 可 ]
08:00 - 22:00
22:00 - 08:00

����
一方通行

One-Way

60分 /200 円
60分 /100 円

24時間最大料金 1,200円
※最大料金は繰り返し適用となります。

¥1,200

(0120-024-110)

烏丸五条交差点

五条通

Intersection of
Karasuma and Gojo

Gojo-dori

2

サン・クロレラ

08:00 - 22:00
22:00 - 08:00

間之町通

セブンイレブン

東洞院通

不明門通

諏訪町通

室町通

新町通

六条通

3

車両通行禁止
������

3

Hotel
Kanra
Kyoto

七条通

烏丸通

東本願寺

¥3,300

1,500円
300円

(075-325-0825)

三井のリパーク（地下鉄五条駅前） [ 8 台 駐 車 可 ・ ワ イ ド 車 駐 車 可 ]
08:00 - 22:00
22:00 - 08:00

20分 /200 円
90分 /100 円

最大料金 1,500円

08:00 - 22:00
22:00 - 08:00

20分 /200 円
90分 /100 円

最大料金 1,300円

最大料金

最大料金

300円

300円

［ 月ー土］

¥3,200

［ 日・祝］

¥3,000

鴨川

4

Higashi-Honganji
Temple

最大料金
最大料金

※最大料金の適用は1回のみ。24時間以上駐車不可

1

Pedestrians only

Hanayacho-dori

60分 /200 円
60分 /100 円

2

Rokujo-dori

花屋町通

烏丸六条パーキング [ 6 台 駐 車 可 ]

渉成園
Shosei-en
Garden

4

(0120-325-130)

三井のリパーク（東本願寺前） [ 6 0 台 駐 車 可 ・ ワ イ ド 車 駐 車 可 ]
08:00 - 24:00
24:00 - 08:00

20分 /200 円
60分 /100 円

最大料金

1,000円

（入庫後24時間以内）
※最大料金は繰り返し適用となります。

¥1,000

(0120-325-130)

当館提携の駐車場ではありません。ご精算はお客様ご自身でお願い致します。 コインパーキングのご利用で

Shichijo-dori

発生したトラブル等について、当館は一切の責任を負いかねます。
※ご利用料金は各駐車場によって異なりますが、チェックイン時間(午後3時)˜チェックアウト時間(午前11時)

京都タワー
Kyoto Tower

京都駅

Kyoto Sta.

まで停めた場合、 最大料金約3,000円程でご利用頂けます。

We do not have any parking lots which are under contract to our hotel, so please pay the parking fee on
your own. We do not take any responsibilities for any troubles occurred in the parking lots.
The parking fee is about 3,000 yen if you park your car throughout a day (from our check-in time
3:00PM till check-out time 11:00AM), the fee slightly varies depending on the parking places.

For those who use a car,
If you park your car throughout a day
(from our check-in time 3:00pm till check-out time 11:00am),
the parking fee is going to be about 3,000 yen. The fee slightly
varies depending on the parking places. If you are not sure
about the parking fee or where to park, please let our staﬀ know.
We would love to assist you.
The number of the cars each parking lot can accommodate
is limited. Please also be advised that many streets around
our hotel are one-way. We do not take any responsibilities
for any troubles occurred in the parking lots.
Thank you for your understanding in advance.

Please park your car in the parking lot which has this type of machine. The ones without the machine
are under monthly contract.

