
感染防止対策を行っております。安心してご利用くださいませ。
※上記内容は、状況により予告なく変更となる場合がございます。*The above contents are subject to change without notice.

マスク着用
Putting a mask

体温の測定
Taking a temperature

手指のアルコール消毒
Alcohol disinfection

館内共有部の消毒強化
Strengthening disinfection

シールド設置
Setting up shield 

席の間隔をあける
Spacing seats

感染防止対策のご案内はこちらから
More Information

8月の館内施設営業内容のご案内

営業時間

20F和食ダイニング 廚洊（くりやせん）
　　 鉄板コーナーおさふね 

12:00p.m.~3:00p.m. (L.O.2:30p.m.) 

5:30p.m.~9:00p.m. (L.O.8:00p.m.)
ご昼食
ご夕食

１F カジュアルダイニング ウルバーノ 

2:45p.m.~5:00p.m. (L.O.4:30p.m.) 
5:30p.m.~9:00p.m. (L.O.8:00p.m.) 

①11:15a.m.~12:30p.m. (L.O.11:45a.m.) 
②1:00p.m. ~2:15p.m.  (L.O.1:30p.m.)

20Fスカイバー＆ラウンジ 洊 

ランチ
 
喫　茶
ディナー

24時間営業

Breakfast
Lunch

Lunch

Tea Time

Dinner

Tea Time
Cacktail Time

Dinner

Time & Contents 

営業時間

店休日
Time & Contents 

Close

営業時間
Time & Contents 

ルームサービス

営業時間
Time & Contents ※ご朝食をご希望の方は、朝食ご利用前日の11:00p.m. までにお部屋のドアノブにかかっているメニューよりご注文下さい。

*If you wish to order room service breakfast, please place a menu card on the outside of your room door knob by 11:00p.m. a night before. The menu card is on the door knob of your room entrance.

Room Service

ラウンジアクセス共通サービス Lounge access common service

1F Casual dining Urbano

20F Sky Bar & Lounge-Sen

20F Japanese Restaurant Kuriya-Sen
       Teppan Corner Osafune

*2part system※2部制

毎日、20Fフロアにて 3:00p.m.-7:00p.m.の間でご利用頂けます。アルコールのご提供は 5:00p.m.~となります。
Lounge access common service is available for the guest staying in the floor,tea time (3:00p.m.-7:00p.m.) & cocktail time (5:00p.m.-7:00p.m.) at 20F every day.

※ブッフェ

※8/12（金）・1３（土）・14（日）のバー営業は 7:00p.m.~10:00p.m.(L.O.9:30p.m.)です。
※喫茶時間帯は、アルコールのご提供をしておりません。

※8/14（日）は営業いたします。

*Bu�et breakfast 6:30a.m.~10:30a.m. ご朝食

当ホテルの全レストラン・バー及び宴会場は、岡山県が定める「COVID-19対策認証店」 です。

https://www.anacpokayama.com/topics_stay/2726/

HPでのご案内はこちらから

7:00p.m.~11:00p.m. (L.O.10:30p.m.)
3:00p.m.~5:00p.m. 

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、誠に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。
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、一部運営時間を変更させていただきます。
今後も感染防止対策を講じて営業してまいりますので、ご協力のほど、何卒お願い申し上げます。
※引き続き、ご飲食時の「マスク会食」も、ご協力お願いいたします。
Warm welcome and thank you very much for choosing ANA CrownePlaza Okayama.As the safety and wellbeing of our guests and employees are our top priority,
we have made some changes to our restaurant operation hours.We apologize for any inconvenience we may cause. Thank you for your understanding.

バー営業
喫　茶

Notice of Operating Hours of In-house Facilities

*Please wear a mask whenever you can during your meal. 

*Cocktail time on 12th,13th,14th August are  7:00p.m.~10:00p.m.(L.O.9:30p.m.)
*Alcohol menus are not available during tea time.

24 hours service

日曜日、月曜日、8/11（木・祝） Sunday, Monday & Public holiday(11th August).
*We will be open on 14th August.


