
提携駐車場のご案内

ホットハウス青葉通第一ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
（ホテル京阪仙台 地下直結駐車場）

三丸ビルパーキング

住所 仙台市青葉区中央3丁目3-5 地下1F 仙台市青葉区中央3-3-3

営業時間
7:00～22:00
※ 営業時間外の入出庫不可

平日 7:30～22:00
土日祝 7:30～19:00
※ 営業時間外の入出庫不可

提携料金
日中料金 8:00～ 18:00 1,100円(税込)
宿泊料金 15:00～翌11:00 1,500円(税込)
フロントにて200円割引券配布

14：00～12：00 1,300円(税込)
14：00～14：00 1,600円(税込)
18：00～ 8：00 600円(税込)

時間精算 40分 / 200円(税込) 30分 / 150円(税込)

車両制限
普通車 高さ1.55m以下/幅1.9m以下
ハイルーフ 高さ2.0m以下/幅1.9m以下

高さ1.6m以下/幅1.85m以下

収容台数 39台 60台

ホテル対応 ホテルにて割引券をお渡しします。 ホテルでのご精算で割引処理致します。

2023.02.01更新

セントラルパーク エンタツパーキング

住所 仙台市青葉区中央3丁目5-14地上1F～6F 仙台市青葉区中央3丁目7-1

営業時間
6:00～24:00
※ 営業時間外の入出庫不可
※ 年末年始休業有

24時間営業

提携料金
14:00～翌11:00 1,300円(税込)
14:00～翌14:00 1,600円(税込)

16:00～翌11:00 1,000円(税込)

時間精算 6:00～24:00 15分 / 170円(税込)
8:00〜22:00 30分 / 250円(税込)
22:00〜翌8:00  30分 / 100円(税込)

車両制限 高さ2.0m以下/幅1.9m以下 高さ2.4m以下/幅1.95m以下

収容台数 270台 275台

ホテル対応
ホテルでのご精算で宿泊券をお渡しします。
※再発行は出来ません。

ホテルにて割引券をお渡しします。

宮城県仙台市青葉区中央3丁目3-5
TEL：022-263-0321
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注意事項!

※ 入出庫の度、
料金が発生致します。

※ 続けて駐車の際は、

宿泊時間外は
時間貸料金が
追加となります。

※ 提携駐車場ご利用の
際はフロントスタッフ
までお声掛けください。

※ 駐車場は満車の場合が
ございますので、
予めご了承ください。

※ 場内における車両事故、
人身事故、車両部品の
盗難、車内に遺留品の
事故などにつきまして
はホテルでは一切責任
を負いかねます。

※ 各駐車場の注意事項を
お客様ご自身でご確認
いただきますよう、
お願いいたします。



Hot House Parking
<Aoba-doori No. 1 Parking>

（Hotel Keihan Sendai 
Underground parking lot )

Mitsumaru Parking

Address
B1, 3-5, 3-Chome, Chuou, Aoba-ku, 
Sendai

3-3-3, Chuou, Aoba-ku, Sendai

Business
Hours

7:00 to 22:00
※ Cars are unable to enter/exit 

outside business hours 
※Extra cost for in and out again on 
the same day

Weekdays 7:30 to  22:00
Weekends  7:30 to 19:00
※ Cars are unable to enter/exit

outside business hours 
※Extra cost for in and out again 
on the same day

Parking
Price

8:00 to 18:00 1,100 YEN
(Day time Max price)

15:00 to 11:00 1,500 YEN
(Night time Max Price)
Give you 200 yen discount ticket at 
the front desk

14：00 to 12：00 1,300 YEN
14：00 to 14：00 1,600 YEN
18：00 to 8：00 600 YEN

Price Per
Min

200 YEN / 40 min 150 YEN / 30 min

Max Size

Standard car Lot : Max Height 1.55m 
Max Width  1.9m

High roof car Lot : Max Height 2.05m 
Max Width 1.9m

Max Height : 1.6m 
Max Width  : 1.85m

Maximum
Capacity

39 Cars ; 20 Standard cars 
19 High roof cars

60 Cars

Payment 
method

We will give you a discount ticket
(200 yen) at front desk. Payment is 
directly at Hot House Carpark.

Need to pay at front desk after 
that we will give you a stamp for 
your stay.
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Multistory
parking lot

※ If you keep your car in 
over the parking price 
hours there is a extra 
charge.

※ If you park two days in 
a row you will need to 
pay for extra cost for 
hours between the 
parking price hours.

※ Please come to the 
front desk if you use one 
or our contract parking's.

※ Please note its first 
come first serve basis (No 
reservations) so the 
carpark may be full

※ The hotel cannot 
take any responsibility of 
vehicle accidents, 
personal injury, theft of 
vehicles parts, accident 
with items left behind in 
the car etc., 

※ Please check the 
precautions for each 
parking lot

Additional Info !

Affiliated Parking 

Information

2022.02.01 Updated

3-5, 3-choume, Chuo, Aoba-ku, 
Sendai-shi, Miyagiken

TEL：022-263-0321

: One way



Central Park Entatsu Parking 

Address
1F∼6F, 5-14,3chome,Chuou,Aoba-ku,
Sendai.

7-1,3-chome,Chuou,Aoba-ku,Sendai

Business
Hours

6:00 to 24:00
※ Cars are unable to enter/exit 

outside business hours 
※Extra cost for in and out again on 
the same day

24 HOURS

※Extra cost for in and out again 
on the same day

Parking 
Prices

14:00 to 11:00 1,300 YEN
14:00 to 14:00 1,600 YEN

16:00 to 11:00 1,000 YEN

Price Per 
Min

175 YEN / 15 min 8:00 to 22:00 30min / 250 YEN
22:00 to 8:00  30min / 100 YEN

Max Size
Height Max : 2.0 m
Width Max  :1.9 m

Max Height : 2.4 m
Max Width  : 1.95 m

Maximum
Capacity

270 Cars 275 Cars

Payment 
method

Need to buy the parking ticket(1300 
yen or 1600 yen) at the front desk.

We will give you a discount ticket 
(1000 yen) at front desk. Use the 
discount ticket and pay at Entatsu
Parking directly.
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Drive-in
Parking Lot

※ If you keep your car in 
over the parking price 
hours there is a extra 
charge.

※ If you park two days in 
a row you will need to 
pay for extra cost for 
hours between the 
parking price hours.

※ Please come to the 
front desk if you use one 
or our contract parking's.

※ Please note its first 
come first serve basis (No 
reservations) so the 
carpark may be full

※ The hotel cannot 
take any responsibility of 
vehicle accidents, 
personal injury, theft of 
vehicles parts, accident 
with items left behind in 
the car etc., 

※ Please check the 
precautions for each 
parking lot

Additional Info !

Affiliated Parking 

Information

2022.02.01 Updated

: One way

3-5, 3-choume, Chuo, Aoba-ku, 
Sendai-shi, Miyagiken

TEL：022-263-0321



제휴 주차장 안내

핫하우스 아오바도오리 제1 파킹
호텔 케이한 센다이와 연결된 지하 주차장

미츠마루 빌딩 파킹

주소 센다이시 아오바쿠 츄오 3쵸메 3-5 지하1F 센다이시 아오바쿠 츄오 3-3-3

영업시간
7:00～22:00
※ 영업시간 외 출입고 불가

평일 7:30～22:00
토, 일, 공휴일 7:30～19:00
※ 영업시간 외 출입고 불가

제휴 요금
주간요금 8:00～ 18:00 1,100엔(세금 포함)
숙박요금 15:00～翌11:00 1,500엔(세금 포함)

프런트에서 200엔 할인권 배포

14：00～12：00 1,300엔(세금 포함)
14：00～14：00   1,600엔(세금 포함)
18：00～ 8：00     600엔(세금 포함)

시간 정산 40분 / 200엔(세금 포함) 30분 / 150엔(세금 포함)

차량 제한
일반 높이 1.55m 이하 / 폭 1.9m 이하
대형 높이 2.0m 이하 / 폭 1.9m 이하

높이1.6m이하/폭1.85m이하

수용 대수 39대 60대

호텔 대응 호텔에서 할인권을 드립니다. 호텔에서 할인가로 정산 부탁드립니다.

2023.02.01 갱신

센트럴 파크 엔타츠 파킹

주소
센다이시 아오바쿠 츄오 3쵸메 5-14
지상 1F～6F

센다이시 아오바쿠 츄오 3쵸메 7-1

영업시간
6:00～24:00
※ 영업시간 외 출입고 불가
※ 연말연시 휴업

24시간 영업

제휴 요금
14:00～익일11:00 1,300円(세금 포함)
14:00～익일14:00  1,600円(세금 포함)

16:00～익일11:00 1,000엔(세금 포함)

시간 정산 6:00～24:00 15분 / 170엔(세금 포함)
8:00  〜22:00     30분/250엔(세금 포함)
22:00〜익일8:00 30분/100엔(세금 포함)

차량 제한 높이 2.0m 이하 / 폭 1.9m 이하 높이 2.4m 이하 / 폭 1.95m 이하

수용 대수 270대 275대

호텔 대응
호텔에서 정산 후 숙박권을 드립니다.
※재발행 불가.

호텔에서 할인권을 드립니다.
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주의사항!

※ 출입고하실 때마다
요금이 발생합니다.

※ 연속해서 주차하시는
경우 숙박 시간 외에는
시간대 요금이
추가됩니다.

※ 제휴 주차장을
이용하실 때에는
프런트 스탭에게
문의하여 주십시오.

※ 주차장이 만차일
경우가 있으므로
양해 부탁드립니다.

※ 제휴주차장에서의
차량사고, 인명사고, 
차량부품의 도난, 
차량 내의 유류품
파손・분실 등에 관하여
호텔에서는 일체
책임지지 않습니다.

※ 각 주차장의
주의사항은 고객님께서
직접 확인 부탁드립니다.

미야기현 센다이시 아오바쿠
츄오 3쵸메 3-5

TEL：022-263-0321

센다이 시립
히가시 니반쵸
초등학교

입체식
(기계식)



合作伙伴停车场

奥巴多里热屋1号停车场
ホットハウス青葉通第一ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
（仙台京汉酒店直达地下停车场）

圣丸大厦停车场
三丸ビルパーキング

地址 仙台市青叶区中央3-3-5号B1楼 仙台市青叶区中央3丁目3号

营业时间 7:00～22:00
※营业时间以外不得进出

平日里 7:30～22:00
周六、周日和公共假期 7:30～19:00
※营业时间以外不得进出

费用
日间收费 8:00～18:00 1,100日元(含税)
住宿时间段收费 15:00～翌11:00 1,500日元

(含税)

14：00～12：00 1,300日元(含税)
14：00～14：00 1,600日元(含税)
18：00～ 8：00 600日元(含税)

时间收费
标准

40分钟/ 200日元(含税) 30分钟/ 150日元(含税)

车辆限制
标准车 高度1.55米 / 宽度1.9米
高顶车辆 高度2.0米 / 宽度1.9米

高度不超过 1.6米/宽度不超过1.85米

收容台数 39辆 60辆

宾馆支持 折扣券可在酒店获得 折扣是在酒店付款时处理的

2023.02.01更新

宫城县仙台市青叶区中央3丁目3-5号

TEL：022-263-0321
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注意事项!

※ 车辆每次进出库均需要
收费。

※ 住宿时间以外继续停车
需按时间缴纳费用。

※ 如果您想使用附属的停
车场，请向前台工作人员
咨询。

※ 停车场可能出现满车状
况还请见谅。

※ 酒店不对车辆事故、人
身伤害、车辆部件被盗或
留在车内的物品事故负责。

※ 请自行检查各停车场的
防范措施·及注意事项。

H



合作伙伴停车场
2023.02.01更新

Central park
セントラルパーク

Entatsu Parking
エンタツパーキング

地址 仙台市青叶区中央3-5-14号地上1层-6层 仙台市青叶区中央3-7-1号

营业时间
6:00～24:00
※营业时间以外不得进出
※ 年终和新年假期适用

24小时营业

费用

14:00～第二天11:00 1,300日元(含
税)
14:00～第二天14:00 1,600日元(含
税)

16:00～第二天11:00 1,000日元(含税)

时间收费
标准

6:00～24:00 15分钟/ 170日元(含税)
8:00〜22:00 30分钟/250日元(含税)
22:00〜第二天8:00 30分钟/100日元(含

税)

车辆限制 高度不超过 2.0米 / 宽度不超过1.9米 高度不超过 2.4米 /宽度不超过 1.95米

收容台数 270辆 275辆

宾馆支持
※您需要在酒店前台购买停车券（1300日

元或1600日元）
·※停车券遗失酒店概不重新发行

折扣券可在酒店获得

宫城县仙台市青叶区中央3丁目3-5号

TEL：022-263-0321
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注意事项!

※ 车辆每次进出库均需要
收费。

※ 住宿时间以外继续停车
需按时间缴纳费用。

※ 如果您想使用附属的停
车场，请向前台工作人员
咨询。

※ 停车场可能出现满车状
况还请见谅。

※ 酒店不对车辆事故、人
身伤害、车辆部件被盗或
留在车内的物品事故负责。

※ 请自行检查各停车场的
防范措施·及注意事项。

H



提携駐車場の順路のご案内

2022.08.05更新

宮城県仙台市青葉区中央3丁目3-5
TEL：022-263-0321
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1 ホットハウス青葉通第一ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
（ホテル京阪仙台 地下直結駐車場）
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A

D

: 一方通行

2 三丸ビルパーキング

B

2C

7:00～22:00
※ 営業時間外の入出庫不可

平日 7:30～22:00
土日祝 7:30～19:00
※ 営業時間外の入出庫不可

4

※ 、 は車体の進行方向(向き)により、道順を記載しております。
※ 、 は車体の進行方向(向き)により、道順を記載しております。
尚、間には中央分離帯がございますのでご注意ください。

A B

DC



2022.08.05更新

宮城県仙台市青葉区中央3丁目3-5
TEL：022-263-0321
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D

: 一方通行

3 セントラルパーク

4 エンタツパーキング

提携駐車場の順路のご案内

C

A B

2
4

6:00～24:00
※ 営業時間外の入出庫不可
※ 年末年始休業有

24時間営業

※ 、 は車体の進行方向(向き)により、道順を記載しております。
※ 、 は車体の進行方向(向き)により、道順を記載しております。
尚、間には中央分離帯がございますのでご注意ください。

A B

DC



宮城県仙台市青葉区中央3丁目3-5
TEL：022-263-0321

2022.08.30 更新

近隣駐車場のご案内

注意事項!

※予告なく変更になる場合がございますので、詳細は各駐車場の公式ホームページをご確認ください。
※こちらは提携駐車場ではございません。

タイムズ仙台中央第２ タイムズSS30

住所 宮城県仙台市青葉区中央3-4 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６

営業時間 24時間 24時間

料金

【月～金】20分200円
9:00-18:00 最大料金2200円
18:00-9:00 最大料金700円
【土日祝】20分200円
9:00-18:00 最大料金1400円
18:00-9:00 最大料金700円

【月～金】30分220円
7:00-19:00 最大料金1300円
19:00-7:00 最大料金500円
【土日祝】30分220円
7:00-19:00 最大料金1200円
19:00-7:00 最大料金500円

車両制限 全長5m 全幅1.9m 全高2.1m 重量2.5t 全長5m 全幅1.9m 全高2.1m 重量2t

収容台数 ６台 133台

QR
コード

＆
連絡先

☎ なし ☎ 022-267-8810

タイショーパーキング ミツワパーキング

住所 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目２−５ 宮城県仙台市青葉区中央３丁目５−２０

営業時間 24時間 24時間

料金
20分毎100円
入庫から12時間まで 全日最大1400円
※12時間移行は上記繰り返し※

8:00-22:00 20分100円
22:00-8:00 最大100円

車両制限 全長5m 全幅1.9m 全高2.2m 重量2t 全長5m 全幅1.9m 全高2.4m 重量2t

収容台数 100台 18台

QR
コード

＆
連絡先

☎ 022-223-2654
公式ホームページなし

トラブルの際は下記までご連絡下さい。
☎ 0120-036-548

1 2

3 4

自 走 式

自 走 式


