
当ホテルでは2023年1月18日（水）より館内施設の営業内容を以下のようにご案内いたしております。

From Wednesday, 18 January, 2023, we have adjusted operations of some of our hotel facilities as below.

館内施設の営業内容について
Notice for Operations Hours of the Hotel’s Facilities

※上記内容は変更になる場合がございます。お客さまにはにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

* Information above are subject to change. We apologize for any inconveniences this may cause but appreciate your kind understanding.

各施設の営業状況 Operation Hours of the Hotel’s Facilities

● 日本料理「水簾」 11:30 am ～ 3:00 pm (L.O. 2:00 pm)

Japanese Restaurant Suiren 3F（LF） 5:30 pm ～ 10:00 pm (L.O. 9:00 pm)

※当面の間、水曜日を定休日とさせていただきます

* Closed on Wednesday

● 中国料理「星ヶ岡」 月～金 Monday – Friday 11:30 am ～ 3:00 pm (L.O. 2:00 pm)

Chinese Restaurant Star Hill 2F 5:30 pm ～ 10:00 pm (L.O. 9:00 pm)

土・日・祝日 Weekends & Holidays 11:30 am ～ 3:00 pm (L.O. 2:00 pm)

5:00 pm ～ 10:00 pm (L.O. 9:00 pm)

● オールデイダイニング「ORIGAMI」 月～金 Monday – Friday 7:00 am ～ 3:00 pm (L.O. 2:30 pm)

All Day Dining ORIGAMI 3F（LF） 5:00 pm ～ 10:00 pm （L.O. 9:00 pm）
土・日・祝日 Weekends & Holidays 7:00 am ～ 10:00 pm （L.O. 9:00 pm）

※朝食ブッフェは休止。和食・洋食のセット、またはアラカルトからお選びいただけます

※平日の 3:00 pm ～ 5:00 pm はクローズタイムとさせていただきます

* Breakfast Buffet is CLOSED. Guests can choose between Japanese / Western set menu or a la carte for breakfast.

* The restaurant is closed daily between 3:00 pm - 5:00 pm on weekdays.

● ラウンジ「ORIGAMI」 10:00 am ～ 10:00 pm （L.O. 9:00 pm ）

Lounge ORIGAMI 3F（LF）

● ザ・キャピトルバー 3:00 pm ～ 11:30 pm （L.O. 11:00 pm）

The Capitol Bar 4F

● ペストリーブティック「ORIGAMI」 営業休止中（ラウンジ「ORIGAMI」にて11：00より一部商品を販売いたします）

Pastry Boutique ORIGAMI B2F CLOSED (Some items are available at Lounge ORIGAMI from 11:00 am.)

● クラブラウンジ「SaRyoh」 月～金 Monday – Friday 11:00 am～ 9:00 pm

The Capitol Lounge SaRyoh 27F 土・日・祝日 Weekends & Holidays 7:00 am ～ 9:00 pm

（Food L.O. 8:00 pm / Drink L.O. 8:30 pm）

※ご朝食の営業は土・日・祝日のみとなり、平日はオールデイダイニング「ORIGAMI」 をご案内いたします

※ご利用は1時間までとさせていただきます

※カクテルタイム（5:00 pm ～ 9:00 pm）の混雑時は2部制とさせていただきます

* Breakfast at SaRyoh is available on Sat., Sun. and Holidays. It is served at All Day Dining ORIGAMI on weekdays.

* Seating time up to 1 hour.

* During peak periods, we will offer 2 seating times during cocktail time (5:00 pm – 9:00 pm).

● ルームサービス 7:00 am ～ 11:00 pm （L.O. 10:30 pm）

In-Room Dining ※メニューはテレビ内のホテルガイド「インルームダイニング」よりご覧いただけます

※水曜日は「天麩羅重」「寿司」の提供はございません

* In-Room Dining menu is available in Hotel Guide on TV.

* “Tempura on Rice” and “Sushi” are not offered on Wednesday.

● スパ＆バーバー「カージュラジャティアド」 火～土 Tuesday – Saturday 10:00 am ～ 9:00 pm

Spa & Barber Carju Rajah TIADO 15F 日 ・祝日 Sunday & Holidays 10:00 am ～ 7:00 pm

※定休日：月曜日（祝日の場合は営業）

* Closed Mondays (except for Holidays on Monday)

● フィットネス / キャピトル サロン 月～土 Monday – Saturday 6:30 am ～ 10:00 pm （受付 9:00 pm まで）

Fitness Club & Capitol Salon 15F 日・祝日 Sunday & Holidays 6:30 am ～ 9:00 pm   （受付 8:00 pm まで）

※ご利用時間・人数の制限をさせていただきます

* Number of guests and use will be limited until further notice.

● 喫煙場所 3階エントランス ロータリー脇の灰皿をご利用ください

Smoking Room 1F CLOSED (smoking area next to the entrance rotary on 3F (LF) is available)


