
全館停電のお知らせ 
【2023年 3月 6日（月）ご宿泊のお客様が対象です】 

平素より格別のご高配を賜りまして、厚く御礼申し上げます . 
さて、ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山では、下記の日程にて、建物全館の電気設備電気設備を正しく受電し、
日頃よりお客様に安心・安全にご利用ごいただけますよう、法律によって義務付けられた「法定点検」を
実施させていただくことになりました。これに伴い、消防設備以外の全ての電気設備を全館停止させていただきます。  
お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、作業に関しては迅速、確実を期して実施いたしますので、 
何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

停電日時：2023年 3月 7日（火） 00:00a.m.~5:00a.m. まで
記

停電時ご利用不可能な設備
・正面玄関エスカレーター、自動ドア
・客室電話、携帯電話
・館内エレベーター
・館内全照明（客室廊下の非常照明は点灯します）
・館内全コンセント
・館内Wi-Fi
・空調設備
・バスルーム、トイレ
・インターネット
・電化製品一式

停電に伴う営業時間の変更

・ルームサービス : 11:00p.m. でオーダーストップ。翌朝 6:30a.m. よりご利用頂けます。

・マッサージ : 11:00p.m.( 受付 10：00p.m. まで ) で終了させて頂きます。

・駐車場 : 00:00a.m. 以降の進入は出来ません。※やむを得ない事由での駐車場進入はフロントへお申し付け下さいませ。

クローゼット内に懐中電灯を常備致しております。また各フロアにはスタッフが待機を致しております。
緊急を要する際は、最寄りのスタッフへお声掛け下さいませ。

ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山 宿泊支配人

※停電時は館内エレベーターをご利用いただけません。停電中の客室とロビー間の往来には非常階段をご利用いただくことになります。

※復旧時には過電流による接続器具への故障の恐れがありますので、携帯電話・パソコン等は必ずコンセントから抜いて下さい。



Notice of Annual Power Outage - Legal Inspection

Dear valued guests, 

Warm welcome from ANA Crowne Plaza Okayama and thank you very much for your stay with us. 

In our continuous e�orts to ensure the safety for our important guests, and as a legally required inspection, 

we will have an annual power outage as schedule below.

During this period, the entire hotel will experience blackout. 

- Escalators and auto doors at the entrance

- Elevators 

- All room phone (weak signal for mobile phone)

- All lightings in guest room

- Electric outlets

- Air conditioner

- Bathroom/Toilet

- Internet, Wi-Fi,  IHG ONE REWARDS Free Wi-Fi

- All the electrical items

Facilities not to be available

Duration: Monday, March 7, 2023 00:00a.m. until 05:00a.m. 
(March 6, 24:00 until March 7, 05:00) 

Changes of operation hours:

- Room Service is not available from 11:00p.m. March 6, until 06:30a.m. March 7.

- Massage will close at 11:00p.m. (Last order 10:00p.m.)

- Parking will close from 00:00a.m. until 05:00a.m. March 7. *If you have an emergency issue, please contact at Front Desk.

A flashlight is set in the closet of room, and hotel sta� will be on standby each floor during the power outage. 

Should you need any emergency assistance, please contact the sta� on the floor. 

We apologize for any inconvenience this may cause you. 

If you have any further questions, please contact us anytime. 

Sincerely yours,  

*Our elevators will not be available during the power outage. During the power outages, emergency staircases 
  should be used between guest rooms and the lobby.
*In order to prevent from electricity overloading on power recovery, please plug out the charger of mobile phone 
  and PC from electric outlets.

Rooms Manager
ANA Crowne plaza Okayama 


