新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止対策および営業内容等の変更についてのお知らせ
（2021 年６月 21 日現在）
平素よりザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町をご利用いただき、厚く御礼申しあげます。
新型コロナウイルス感染拡大防止および政府からの要請等を受け、6 月 21 日（月）～７月 11 日（日）につきましては、
下記のとおり営業内容を変更させていただきます。
プリンスホテルでは、衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment」を導入しており、安全で清潔な環境を作り、
お客さまが快適なひとときをお過ごしいただけますよう準備をしてお待ちしております。
記
■営業内容
施設
All-Day Dining
OASIS GARDEN
（36F）
WASHOKU 蒼天
SOUTEN（35F）

営業時間
7:00A.M.～8:00P.M. (L.O.コース料理 6:00P.M.、アラカルト 7:00P.M.)
※朝食はアメリカンブレックファストおよび和朝食をご提供いたします。
※10:00A.M.～11:30A.M.はドリンクのみのご提供となります。
ダイニング：ランチ 11:30A.M.～3:00P.M. (L.O. 2:30P.M.)
ディナー 5:00P.M.～8:00P.M. (L.O.懐石料理 6:00P.M.、 アラカルト 7:00P.M.)
鉄板焼き、寿司カウンター、個室：全日予約制（2 名さまより）

Sky Gallery Lounge
Levita (35F)

※ご予約は、前日の 5:00P.M.まで承ります。
平日
営業を休止いたします。
土休日 12:00NOON～8:00P.M. (L.O. 7:00P.M.)

The Bar illumiid
（35F）
インルームダイニング

営業を休止いたします。

レストラン予約

10:00A.M.～5:30P.M.

クラブラウンジ（34F）

11:00A.M.～8:00P.M.

SPA & FITNESS
KIOI（30F）

24 時間対応。

・朝食は All-Day Dining OASIS GARDEN でお召しあがりいただきます。
ジム・プール・温浴施設 6:30A.M.～8:00P.M.

SPA KIOI by SWISS PERFECTION 11:00A.M.～8:00P.M.
※酒類の提供時間は 11:00A.M.～７:00P.M.となります。1 グループ 2 名さま（未成年を除く）までのご来店、および 90 分を
上限といたします。

■Prince Safety Commitment （プリンスセーフティーコミットメント）
内容の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 https://www.princehotels.co.jp/safety/

何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※当該内容につきましては、予告なく変更になる場合がございます。詳しくはお問合せください。
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町
総支配人

Notice : Updates regarding Novel Coronavirus（COVID-19）（as of 21st June, 2021）
We would like to thank all of our guests and customers at The Prince Gallery Tokyo Kioicho.
We, the Prince Hotels, have developed the Prince Safety Commitment as a new protocol for hygiene and
disinfection to be applied to all our hotels under our brands.
This new protocol will enable us to provide our guests with a safe and clean environment in order to enjoy
their stay with us.
In consideration of the request from the Japanese government, from 21st June we will operate as
follows：
■Hotel operations untill further notice
Venue

Opening Hours

All-Day Dining OASIS
GARDEN（36F）

7:00A.M.～8:00P.M.
(L.O. Dinner Course 6:00P.M., A la carte 7:00P.M.)

WASHOKU SOUTEN (35F)

American breakfast and Japanese breakfast are available.
Only drinks will be served from 10:00A.M. to 11:30A.M.
Dining:Lunch 11:30A.M. - 3:00P.M. (L.O. 2:30P.M.)
Dinner 5:00P.M.-8:00P.M.
(L.O. Course 6:00P.M., A la carte 7:00P.M.)
Teppanyaki, Sushi counter, and Private rooms: Reservations required
for all days (Minimum 2 persons)

Sky Gallery Lounge Levita
(35F)

※Reservation must be made by 5:00P.M. the day before.
Temporarily Closed.
Saturday & Holiday: 12:00NOON - 8:00P.M. (L.O. 7:00P.M.)

The Bar illumiid (35F)

Temporarily Closed.

In-room dining

In-room dining is available 24 hours.

Dining & Bar Reservations

10:00A.M.～5:30P.M.

Club Lounge（34F）

11:00A.M.~8:00P.M.
Breakfast is available at All-Day Dining OASIS GARDEN.

SPA & FITNESS KIOI（30F）

Gym, Swimming Pool and Bathing Facilities 6:30A.M.-8:00P.M.

SPA KIOI by SWISS PERFECTION 11:00A.M.～8:00P.M.
※Alcoholic beverages will be served from 11:00A.M.～７:00P.M. (A maximum of 2 people excluding
minors per group and maximum of 90 minutes.)
■Prince Safety Commitment
We are very much looking forward to welcoming you back with safe and clean environment
ready by the time our guests start travelling again.Please see the link below for further information.
https://www.princehotels.com/en/safety/
If you have any questions, please do not hesitate to contact our staff.
We sincerely ask for the kind understanding and cooperation of every guest visiting us.
※There is a possibility that the content above will be changed according to the new instructions offered by
the Japanese/Tokyo government without previous announcement.
General Manager
The Prince Gallery Tokyo Kioicho

