
 

営業時間・サービス内容 変更に関するお知らせ 
 

いつもコンラッド東京をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  

当ホテルでは諸般の事情を鑑み、下記期間中一部の施設において営業時間および、サービス内容を変更しております。 
 

 

≪該当期間≫2021年9月13日（月）～9月30日（木） 
9月20日・23日の祝日は土曜日、日曜日の営業時間に準じます。 

酒類の提供は、当面の間中止させていただきます。 

 

館内施設 営業時間 

    営業時間 月 火 水 木 金 土 日 

オールデイダイニング 

「セリーズ」 

朝食 7:00-10:30 営業 
※8:30-9:30前後は大変混みあいます。 

スイーツビュッフェ 12:00-16:00 休業 休業 休業 休業 休業 営業 営業 

ランチ 11:30-14:30 (14:00 L.O.) 休業 休業 休業 休業 休業 営業 営業 

ディナーは当面の間休業となります 

バー＆ラウンジ 

「トゥエンティエイト」 

ランチ&ディナー 10:30-20:00 (19:00 L.O.) 
営業 

※オールデイダイニング「セリーズ」のメニューをご注文いただけます。 

アフタヌーンティー 11:00-16:30 営業 

日本料理「風花」 
ランチ 11:30-14:30 (14:00 L.O.) 休業 休業 休業 休業 休業 営業 営業 

ディナー 17:00-20:00 (19:00 L.O.) 休業 休業 休業 休業 休業 営業 営業 

中国料理 

「チャイナブルー」 

ランチ 11:30-14:30 (14:00 L.O.) 休業 休業 休業 休業 休業 営業 営業 

ディナー 17:00-20:00 (19:00 L.O.) 休業 休業 休業 休業 休業 営業 営業 

モダンフレンチ 

「コラージュ」 
ランチおよびディナーは当面の間休業となります 

ルームサービス 洋食メニューは通常通り提供いたします。日本料理・中国料理はレストランの営業日と提供時間に準じて承ります。 
※ルームサービスでは従来通り酒類の提供をいたします。 

エグゼクティブラウンジ 

 

12:00-2000 

朝食は当面の間休業となります 

アフタヌーンティー 15:00-17:00 営業 

イブニングカクテル 18:00-20:00 営業 
※酒類の提供は中止させていただきます。 

※当ラウンジは、エグゼクティブルームにご宿泊のお客さまのみご利用いただけます 

※混雑時のティータイム、およびカクテルタイムのご利用につきましては、1 時間のお時間制限を設けさせていただいて

おります。あらかじめご了承ください 

 

 

 
スパ＆フィットネスについて 

スパ 
（トリートメント） 11:00－20:00 

フィットネス 
（ジム、スイミングプール、 
ジェットバス、サウナ） 

6:00－20:00 （お子様 9:00－19:00） 
※ご宿泊のお客様はジムを24時間、いつでもご利用いただけます。 

※ジムのご利用は、16歳以上のお客様を対象とさせていただきます。 

※お子様のスイミングプールのご利用は、4歳以上のお客様を対象とさせていただきます。（ロッカールームでのお着換えは、同性の保護者

の同伴が必要となります） 

※ロッカールームの混雑緩和のため、お部屋で水着にお着替えのうえ、客室に備え付けのバスローブとスリッパでのご来館をおすすめいたし

ます。 

※感染症防止対策のため、混雑時は入場制限を行っております。 

※営業時間等を変更する期間につきましては、状況により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。ご来館および館内施設をご利用の際

は、マスクの着用をお願い申し上げます。 

 

その他ご不明な点などございましたら、お電話で「コンラッドサービス」またはお近くのスタッフまでお問い合わせください。 

ホテル館内におきましては衛生管理を徹底し、お客さまおよび従業員の安全第一に営業してまいります。 

お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  



 

IMPORTANT NOTICE 
 

Please be informed that in order to reduce the risk of the COVID-19’s spread of infection, we will partially  
modify operating schedules for restaurants and spa during the outlined period below: 

 

From Monday, 13 September to Thursday, 30 September 2021 
Public Holiday on 20 and 23 September will be operated as weekend days 

Service of alcoholic beverages are temporary suspended 
 

Hotel Facilities Hours of Operation 
    Hours  MON TUE WED THU FRI SAT SUN 

All-day-dining 
“Cerise” 

Breakfast 7:00 am-10:30 am OPEN 
*Breakfast at its peak between 8:30am-9:30am. 

Sweets 
Buffet 12:00 pm-4:00 pm  CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN 

Lunch 11:30 am-2:30 pm (2 pm L.O.) CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN 

Dinner temporary suspended 

Bar & Lounge 
“TwentyEight” 

Lunch & 
Dinner 10:30 am-8:00 pm (7:00 pm L.O.) OPEN 

*Menus from all-day dining "Cerise" will also be available 
Afternoon 

Tea 11:00 am-4:30 pm OPEN 

Japanese 
Cuisine 

“Kazahana” 

Lunch 11:30 am-2:30 pm (2:00 pm L.O.) CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN 

Dinner 5:00 pm-8:00 pm (7:00 pm L.O.) CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN 

Chinese Cuisine 
“China Blue” 

Lunch 11:30 am-2:30 pm (2:00 pm L.O.) CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN 

Dinner 5:00 pm-8:00 pm (7:00 pm L.O.) CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN 

Modern French 
“Collage” Lunch and Dinner will be temporary suspended 

In-room Dining Western Menu Available (*Japanese and Chinese menu will follow the restaurant operations) 
*Alcoholic beverages are available at In-room Dining as usual 

Executive 
Lounge 

 
12 pm-8 pm 

Breakfast will be temporary suspended 

Afternoon 
Tea 3:00 pm-5:00 pm OPEN 

Evening 
Cocktail 6:00 pm-8:00 pm OPEN 

*Service of alcoholic beverages are temporary suspended 
*Executive Lounge access and usage are available for guests in executive rooms. 
*Executive lounge is subject to an hour per visit for tea and cocktail time during its peak period. 

 
Spa & Fitness 

Spa  
(Treatment) 11:00 am-8:00 pm 

Fitness 
(Pool, Jet bath, Sauna, Gym) 

6:00 am-8:00 pm (Children 9:00 am-7:00 pm) 
*The gym area is accessible 24-hours-a-day exclusively for our hotel guests 
*Guests aged 16 years or above are welcome to use the gym 
*Children aged 4 years or above are welcome to use the swimming pool and must be 
accompanied by a parent or guardian of the same gender to access the locker room 
*We recommend that you wear the bathrobe and slippers offered in the guest room with 
your swimsuit in order to avoid the congestion in the locker room 
*Admission is restricted during times of congestion to prevent the spread of infection 

*Please be aware that the above schedule may change without prior notice. We ask you to wear a mask when visiting 
the hotel and in the facility. 

 
Please accept our sincere apologies for any inconvenience this may cause and thank you for your kind 
understanding. The well-being of our guests and team members is our highest priority, and we remain 
diligent in our commitment to provide a safe, hospitable environment for all who visit our properties.   
Should you have any questions, please contact one of our hotel Team Members or Conrad Service. 


