
新型コロナウイルスの感染症対策に伴うレストラン＆バー営業変更のご案内 

新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、レストラン&バーは当面の間、営業日・営業時間および営業内容を変更して営

業いたします。お客様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 
 

 

■ レストラン カメリア（ホテル 1 階） 

【営業時間】 朝食 7:30～10:00 ／ランチ 11:30～14:00（L.O.） ／ ディナー 17:30～19:00（L.O.）≪ご利用当日 17：00 までのご予約制≫ 

  ※ 毎週土曜日のディナーは 20:00 ラストオーダーとなります。 

※ アルコール類のご提供は、11:30～14:00 および 17:30～19:00 とさせていただきます。 

※ ラストオーダーが 20:00 の日は、アルコールのご提供も 20:00 までとさせていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊カレンダー内の終了時間は、ラストオーダーの時間です。 

 

■ 中国料理 桃花林（ホテル 1 階） 

【営業時間】 ランチ  11:30～14:00（L.O.）≪毎週土・日曜日および祝日のみ営業≫ 

ディナー 17:30～20:00（L.O.）≪毎週土曜日のみ営業／ご利用当日 17：00 までのご予約制≫ 

※ アルコール類のご提供は、11:30～14:00 および 17:30～20:00 とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊カレンダー内の終了時間は、ラストオーダーの時間です。 
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■ 和食堂 山里（ホテル 1 階） 

下記の通り営業を休止いたします。 

お客様にご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 
   

【営業休止期間】当面の間 営業休止 

 

■ 鉄板焼 さざんか（ホテル 1 階） 

下記の通り営業を休止いたします。 

お客様にご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 
 

【営業休止期間】当面の間 営業休止 
 

 

■ ラウンジ シエルブルー（ホテル 1 階） 

下記の通り営業を休止いたします。 

お客様にご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 
 

【営業休止期間】当面の間 営業休止 

 

■ オーキッドバー＆カラオケルーム（ホテル 2 階） 

下記の通り営業を休止いたします。 

お客様にご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 
 

【営業休止期間】当面の間 営業休止 
 

 

 

尚、各レストランの営業は、新型コロナウイルス感染状況等により営業日・営業時間・営業内容が事前の予告

なく変更になる場合がございます。何卒ご理解、ご了承いただけますようお願い申し上げます。 

 

2021 年 5 月 28 日 更新 

オークラ アカデミアパーク ホテル 

総支配人 


