お客さま各位

停電のお知らせ
この度は、サンシャインシティプリンスホテルをご利用いただき誠にありがとうございます。
電気設備法定点検のため、下記時間帯が停電になります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を
賜わりますようお願い申しあげます。

記

1 月 11 日（火）

1:00A.M.～5:00A.M.

1.

客室内の照明が全て消灯いたします。尚、廊下は非常灯が点灯します。

2.

非常口および客室内に設置の懐中電灯をご確認ください。

3.

冷蔵庫、テレビ、すべてのコンセント（電源）、ドアチャイム、自動販売機はご利用いただけません。

4.

モーニングコールは、フロント(ダイヤル 2)にお申し付けください。

5.

エレベーターは、0：50A.M.～1：10A.M.および 4：50A.M.～5：10A.M.の間は全て停止いたします。エレベーターをご利用の際は、
フロント（ダイヤル 2 番）へお問い合わせください。

6.

１階のファミリーマートは、上記時間帯クローズいたします。

7.

Wi-Fi 通信は上記時間帯、ご宿泊階およびロビー階のご利用ができません。また、携帯電話の電波が弱くなり通話不能となります。

8.

インターネットは 1 月 10 日（月）11：00P.M.～1 月 11 日（火）6：00A.M.の間ご利用になれません。

9.

マッサージ、アロマオイルエステマッサージは 1 月 10 日（月）11：00P.M.までの受付けとなります。（営業終了 12：00MID）

10. ロビーの喫煙所、6 階のコインランドリーは 1 月 10 日（月）11：00P.M.～1 月 11 日（火）6：00A.M. まで、ご利用いただけません。
支配人

Dear Guests

ＮＯＴＩＣＥ
Thank you for staying at Sunshine City Prince Hotel. Due to maintenance work, the electric power supply will be cut off
during the following hours. We apologize for any inconvenience that may cause you during this time. Your warm understanding
and cooperation would be highly appreciated.

January 11th (Tue)

from 1:00 a.m. to 5:00 a.m.

1. All electric power supply will be cut off and small emergency lights will be turned on in hallways.
2. Please make sure of the emergency exit routes and find a flashlight.
3. Refrigerator, TV, all outlet plugs, door bell, vending machine will not be available for use.
4. Please dial 2 to reception to set wake-up calls.
5.

All elevators will not be available for use from 0:50 a.m. to 1:10 a.m. and from 4:50 a.m. to 5:10 a.m. In case of using, please dial 2
to reception.

6. The convenience store “Family Mart” on 1st floor will be closed during above hours.
7. Wi-Fi and mobile phone connection will be weak and not available for use.
8.

Internet service will not be in service from 11:00 p.m. on January 10th (Mon) to 6:00 a.m. on January 11th (Tue).

9. Massage、Aromatherapy oil massage will be available until 0:00 a.m. on January 11th (Tue). Please place an order until 11:00 p.m.
on January 10th (Mon).
10. Smoking area on 1st floor and Laundromat on 6th floor will not be available for use from 11:00 p.m.
on January 10th (Mon) to 6:00 a.m. on January 11th (Tue).
Thank you.
Manager

敬爱的贵宾

通

知

非常感謝各位贵宾光临太阳城王子大酒店
因本酒店定期检修的关系、下列时间将停电。 不便之处敬请谅解、并给予协助。

1 月 11 日（星期二）
1.

客室内的照明全部消灯。走廊的紧急照明灯将会点灯。

2.

衣柜内或是床柜旁备有有手电筒,并请确认好紧急避难出口。

1:00A.M.～5:00A.M.

3. 冰箱、电视、所有的电源、门铃、自动贩卖机,将全部不能使用。
4. 如果需要叫早服務，請撥電話(2)号。
5. 電梯 0：50A.M.～1：10A.M.和 4：50A.M.～5：10A.M.全部停止使用。如果這個時間段想用電梯的話請撥打(２)号。
6. 1 樓的便利商店也將在上列時間段停止營業。
7. 以上時間段，各個樓層，以及前臺大廳將不能使用無綫網絡 WI-FI，還有手機的信號會很微弱，不能通話。
8. 1 月 10 日（星期一）11：00.P.M.～1 月 11 日（星期二）6：00A.M.有綫網絡不能利用。
9. 按摩，香薰精油按摩電話約到 1 月 10 日（星期一）晚 11：00 爲止，營業服務時間到晚 12：00 爲止。
10. 1 月 10 日（星期一）11：00.P.M.～1 月 12 日（星期二）6：00A.M.一樓大廳的吸烟室，6 樓的投幣洗衣機將不能使用。
謝謝
总经理

