
NEARBY  PARKING  LOTS 近隣駐車場のご紹介

「ロイヤルパーク」※機械式立体駐車場
ホテル敷地の南側、西木屋町通に面して位置します。

料　金 24 時間（出入不可）1,600 円
※チェックイン時に駐車券をご提示ください。
全日　200 円 / 20 分
当日最大（平日）1,000 円（8:00～17:00）

A Royal Park *Vertical Lifting Type Parking Facility

Here is one parking garage by the hotel, which we have a contract with.
The garage building is facing “Nishi Kiyamachi Street”.
Discounted price　1,600 JPY per 24 hours
*Please present the parking ticket at the front desk upon check in.

A.
「京都市御池地下駐車場」

御池通の地下に位置する 750 台収容可能な地下駐車場です。川端通から御池
通へ進入、右側車線へお進みください。御池大橋より地下へ入る木屋町入口
があります（木屋町入口は御池通の東向きからは入れません）。

料　金 1 泊（21 時～翌 9 時）1,500 円
　　　 昼間 250 円 /30 分（7:00～22:00）
　　　 昼間最大（月～土曜）1,500 円（6:00～24:00） ※日曜・祝日除く
　　　 夜間 250 円 /60 分（22:00～翌 7:00）
　　　 ※非提携駐車場になりますので、優待料金はご案内していません。

Kyoto City Oike Underground Parking
The parking entrance is located between Oike Ohashi Bridge and Kyoto City 
Hall (Shiyakusho) on Oike Street. Enter the “Kiyamachi” parking entrance 
through Kawabata Street to Oike Street. 
*This is a non-contact parking lot, and no discount offers are available.
Capacity 750 cars
Price 1,500 JPY per night (9:00 p.m. to 9:00 a.m. next day)
 250 JPY per 30 min for daytime (7:00 a.m. – 10:00 p.m.)
 *Maximum price for daytime 1,500 JPY 

Mon – Sat 6:00 a.m. – midnight. Special price applies to Sun & Public holiday.
 250 JPY per hour for nighttime (10:00 p.m. – 7:00 a.m. next day)

B.

収納可能な車（最大）  Car Size & Weight Restriction at the max 収納可能な車（最大）  Car Size Restriction at the max

重量（Wgt）：2300kg
車長：5.20m未満
Length： less than 5.20m

高さ : 1.55m 以下
Height：1.55ｍ or less

車幅：1.90m未満
Width： less than 1.90m

高さ (H): 2.10m

車幅（W）：2.00m
車長（L）：5.00m

詳細はロイヤルパークにお問い合わせください。Tel: 075-252- 4189 詳細は御池地下駐車場管理事務所にお問い合わせください。Tel: 075-253-2760
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Information is current as of January 2020 and subject to change without notice. Please check each facility for the latest information. 
2020 年 1 月現在の情報であり、内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は各施設にお問い合わせください。
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A Royal Park＊Automated Parking Garage
A parking garage behind the hotel, which is facing “Nishi Kiyamachi 
Street”.  Please present the parking ticket at the front desk upon check 
in to receive the discounted price.

All day 200 yen per 20 min

Maximum price 
for daytime

Weekdays
8:00 a.m. ‒ 5:00 p.m. 1,000 yen

24 hours at the 
maximum All day 1,900 yen

*Discounted price: 1,600 yen

B Kyoto City Oike Underground Parking
The parking entrance is located between Oike Ohashi Bridge and 
Kyoto City Hall (Shiyakusho) on Oike Street. Enter the “Kiyamachi” 
parking entrance through Kawabata Street to Oike Street. 

Daytime 7:00 a.m. - 10:00 p.m. 260 yen per 30 min 520 yen per 60 min

Nighttime 10:00 p.m. 
- 7:00 a.m. next day 260 yen per 60 min 1,560 yen per 3hr

Maximum price
for daytime
＜Mon ‒ Sat＞

6:00 a.m. ‒ midnight 1,560 yen

Maximum price
for nighttime

9:00 p.m. 
- 9:00 a.m. next day 1,560 yen

＊Please note that there is no maximum price for daytime on Sunday 
and Public holiday. ＊No discount offers are available.

▶Example parking fee from 3:00 p.m. - 11:00 a.m. next day:
  4,160 yen between Mon - Sat / 5,720 yen on Sun

A 「ロイヤルパーク」 ※機械式立体駐車場
ホテル敷地の南側、西木屋町通に面して位置します。優待料金をご用意してい
ます。必ずチェックイン時に駐車券をご提示いただきますようお願いします。
なお、車高が 1.55 ｍ以上の場合は、非提携駐車場「B. 京都市御池地下駐車場」
をご紹介しています。

全日 200円 / 20分

昼間最大 平日（特定日を除く）
8:00～17:00 1,000円

24時間最大料金 全日 1,900円（優待料金 1,600円）

※車の出し入れやご予約はできません。

B 「京都市御池地下駐車場」 ※非提携駐車場
御池通の地下に位置する地下駐車場。川端通から御池通へ西向きに進入、右側
車線へお進みください。御池大橋より地下へ入る木屋町入口があります（木屋
町入口は御池通の東向きからは入れません）。非提携駐車場のため、優待料金
はご用意していません。

昼間 7:00～22:00 260円 / 30分     520円 / 60分

夜間 22:00～翌7:00 260円 / 60分 1,560円 / 3hr

昼間最大
〈月～土〉 6:00～24:00 1,560円

1泊料金 21:00～翌9:00 1,560円

※日曜・祝日の昼間料金に上限はありません。※優待料金はご案内していません。
※車の出し入れやご予約はできません。
▶15:00～翌 11:00 のサンプル1泊料金（月～土曜入庫）：4,160 円
　　　　　　　　〃　　　　　　　（日曜入庫）　　：5,720 円


