
提携駐車場：

Dパーキング中洲5丁目第一/第三/第六

場所：下図参照　

料金：サービス券利用　 24時間 2,200円

フロントでサービス券をご購入いただき、出庫の際

にサービス券を駐車場精算機にお入れください。

料金精算後退場できます。

ご利用方法

・駐車券の払い戻し及び再発行は致しません。

・駐車券の購入＝駐車スペース確保ではありません。

　ご購入前に予め駐車することをお勧めします。

・お車の出し入れは自由ではございません。

・連続精算（駐車券の連続投入）は 48時間、2枚まで

　となっております。 3枚以上購入の場合は必ず 48時間

　以内に一度出庫していただくようお願いいたします。

・駐車場内でのトラブルの責任は当館では負いかね

　ます。予めご了承くださいませ。

・「第一」「第三」「第六」以外の駐車場は対象外

　となりますのでご注意下さい。

注意事項
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提携駐車場のご案内
この度は変なホテル福岡博多にご宿泊いただき誠にありがとうございます。
台数に限りはございますが、提携の駐車場を準備させて頂いておりますので、お車でお越しの
お客様は是非ご利用下さいませ。
ご利用を希望されるお客様は下記注意事項をご確認の上スタッフにお声がけをお願い致します。

提携駐車場①

提携駐車場②

提携駐車場③



Affiliated parking a lot：

D Parking Nakasu 5-chome 1st/3rd/6th

Location: See the figure below
Fee: Service ticket 2,200 yen for 24 hours

Please purchase a service ticket at the front desk and insert it 

into the parking machine when you leave the parking lot.

You can leave the parking lot after paying the fee.

Usage Description

・Parking tickets are non-refundable and non-reissuable.

・The purchase of a parking ticket does not guarantee 

　a parking space.We recommend that you park your car 

　before purchasing a parking ticket.

・Cars are not free to move in and out.

・Continuous payment (continuous insertion of parking 

　tickets) is limited to 48 hours, up to 2 tickets.If you purchase 

　3 or more tickets, please be sure to leave the parking lot 

　once within 48 hours.

・The hotel is not responsible for any problems that may 

　occur in the parking lot.Please be aware of this beforehand.

・Please note that parking lots other than "No. 1," "No. 3," and 

　"No. 6" are not applicable.

Precautions

Henn na Hotel

D-ParkingNakasu 
5-chome 1st

D-ParkingNakasu 
5-chome 6th

Showa Street

27units

23unitsD-ParkingNakasu 
5-chome 3rd

Attention!
No right turn
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Family Mart
Hotel

LIVE MAX

Osakaya

Yakitori Honjin Nakasu
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Vessel Inn Hakata Nakasu

Seven-Eleven

Meiji Street

Naka river

Hakata river

 Affiliated Parking Lot Information
Thank you for staying at Henna Hotel Fukuoka Hakata.
We have a limited number of parking spaces available in our affiliated parking a lot.
If you are coming by car, please feel free to use our parking a lot.
If you wish to use this service, please read the following precautions and ask our staff for assistance.

Affiliated ParkingLot①

20 units
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Affiliated Parking Lot③


