
― レストラン ― 

新型コロナウイルス感染防止対策について 

日頃より ANAクラウンプラザホテル岡山をご利用いただき、ありがとうございます。 

当ホテルは、お客様及び従業員の安全と安心を最優先し、運営いたしております。 

新型コロナウイルス感染症対策として、お客様に安心してご利用いただけますよう、 

岡山県感染症対策会議・業種別ガイドライン、及び、IHGクリーンプロミスをもとに 

衛生管理・感染予防・感染拡大防止に取り組んでおります。 

大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解ならびにご協力のほど、お願い申し上げます。 

  

【レストランの取り組みについて】 

①レストラン入口や店内に、アルコール消毒液を設置しております。 

②席数の制限、対角着座での設営等によりソーシャルディスタンスを確保しております。 

③定期的に空調で外気換気しております。 

④店内の椅子、テーブル等のアルコール消毒を実施しております。 

⑤お客様に、健康状態をお伺いさせて頂いております。 

⑥ご新規で来られたお客様には、お名前とご連絡先をお伺いしております。 

⑦ビュッフェのご提供を休止し、セットまたはコース形式でご提供しております。 

⑧ご要望に応じて飛沫感染防止シールドをご用意いたします。 

⑨スタッフは、アルコール消毒液による手指の消毒とマスクを常時着用しております。 

また、出勤時に必ず健康チェック(体温など)を実施しております。 

 

 

【お客様へのお願い】 

①アルコール消毒液による手指の消毒とマスク着用のご協力をお願いいたしております。 

②ご来店時に、非接触型体温計での検温にご協力頂いております。  

③お客様へ健康状態、お名前、ご連絡先をお伺いしております。  

④発熱されているお客様、また体調の優れないお客様のご来館は、ご遠慮くださいますよう、 

お願いいたします。 

 

 
 
 

 



― レストランからのご案内 ― 
日頃より ANAクラウンプラザホテル岡山をご利用いただき、ありがとうございます。 

当ホテルは、お客様及び従業員の安全と安心を最優先し、運営いたしております。 

また、岡山県感染症対策会議・業種別ガイドライン、及び、IHGクリーンプロミスをもとに 

衛生管理・感染予防・感染拡大防止に取り組んでおります。 

つきましては、当面の間、レストランにおいて下記のとおり、一部運営を変更させていただきます。 

大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解ならびにご協力のほど、お願い申し上げます。 

※上記内容は変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。 

 

 

20Ｆ 

和食ダイニング廚洊 

鉄板コーナーおさふね 

 

 

 

 

 

 

◆時間と内容 

ご朝食 

6:30-10:00 

・御膳スタイルの「和朝食セット」または「洋朝食セット」 

 

ご昼食 

11:30-14:30 

(L.O.14：００) 

・限定したメニューでご利用いただけます。 

 

ご夕食 

17:30-2１:00 

(フード L.O.２０：００) 

・限定したメニューでご利用いただけます。 

 

◆プレミアムフロア特典は、１５:００～１９:００の間でご利用頂けます。 

 

20Ｆ 

スカイバー＆ 

ラウンジ洊 

◆月曜日～木曜日限定で、営業いたします。 

 営業時間＝19:30～2２:00(L.O.21:30)    

※プレミアムフロア特典は引き続き ２０階にてご利用いただけます。 

 

１F 

カジュアルダイニング  

ウルバーノ 

◆営業日＝水曜日～日曜日     ◆定休日＝月曜日、火曜日 ※祝日の場合は営業 

※定休日の月・火は、１３:００～１８:００( L.O.17:30)の間、喫茶営業いたします。 

◆営業時間＝ 

[ランチ]2部制 ①11:15～1２:30(L.O.11:45) ②13:00～１４：１５(L.O.13:30) 

[喫 茶]14:45～17:00(L.O.16:15) 

※パフェは、12:00～20:00の間で空席ある場合、ご利用いただけます。 

(水～日、祝のみ) 

 [ディナー]17:30～21:00(L.O.20:00) 

 

ルームサービス ◆１０：３０‐２１：００にて、限定メニューのご提供となります。 

（但し月・火は、和食セットメニューとお飲み物のみの販売となります） 

お電話での 

お問合せ・予約時間 

10:00-19:00の間、お受けいたしております。 

 



 

Restaurants Information 

Dear valued ANA Crowne Plaza Okayama Guests, 

Warm welcome and thank you very much for staying with us at ANA Crowne Plaza Okayama. 

As the safety and wellbeing of our guests and employees is our top priority, we have made 

some changes to our restaurants’ operation for a while. 

We apologize for any inconvenience we may cause. Thank you for your understanding. 

 

*The above contents may change depend on the announcement from the authorities. 

 

 

 

20Ｆ 

Japanese Dining 

Kuriya-sen 

Teppan Corner 

Osafune 

 

 

 

◆Time & Contents 

Breakfast  

6:30-10:00 

Serving 2 type of set menu at breakfast (“Japanese 

Style Breakfast” or “Western Style Breakfast 

Lunch 

11:30-14:30 

-Limited choice of menus are available.  

 

Dinner  

17:30-21:00 

(Food L.O.20:00) 

-Limited choice of menus are available. 

 

◆Premium floor benefit is available for the guest staying in the floor during 

tea time (15:00-19:00) & cocktail time (17:00-19:00) 

20Ｆ 

Sky Bar & Lounge 

SEN 

 

◆ The bar is opened on Monday to Thursday. 

19:30-22:00(L.O. 21:30) 

*Premium floor benefit is available for the guest staying in the floor during 

tea time (15:00-19:00) & cocktail time (17:00-19:00) at 20th floor Kuriya-sen. 

 

１F 

Casual Dining 

URBANO  

◆ The restaurant is opened on Wednesday to Sunday.  

◆CLOSE: Monday & Tuesday (*Open National Holyday) 

* tea menus are available at URBANO.(Monday & Tuesday) 

Lunch/①11:15-12:30(L.O.11:45), Lunch ②13:00-14:15(L.O.13:30) 

Tea /14:45-17:00(L.O.16:15) 

*The restaurant would like to serve fruits parfait menus from 12:00 to 20:00 if seats 

are available. (Wednesday-Sunday & national holiday) 

Dinner /17:30-21:00(Food L.O.20:00) 

 

Ｒｏｏｍ Ｓｅｒｖｉｃｅ ◆Limited choice of Room service menus are available from10:30 to 21:00. 

※On Monday & Tuesday, only Japanese Set Meals & Beverage will be served. 


