
お客さま各位 
営業内容変更についてのお知らせ【2023 年 5月 9日現在】 
Concerning changes to restaurant and facility operation 

 
平素よりプリンスホテルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 
グランドプリンスホテル広島は、G7 広島サミット開催に伴い、2023年 5月 7日(日) 4:00P.M.～ 
5 月 24 日(水) 12:00NOON までの期間、貸切営業となります。 
また、一般営業再開時は下記の通り､一部店舗の営業休⽌･時間変更ならびに営業内容の変更を⾏わ
せていただきます。 
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後とも弊社施設をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。 

グランドプリンスホテル広島 支配人 
Grand Prince Hotel Hiroshima General Manager 

 
〈営業内容詳細 5/24(水) 〉※5/25(木)以降の変更内容は次ページをご確認ください。 
[Changes to services（5/24）] * Please refer to the next page about the information on and after May 25th. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設名称 / Facility Name 営業時間･変更内容 等 / Business Hours･Changes

スカイラウンジ　トップ オブ ヒロシマ(23階)
Top of Hiroshima (23F)

【ランチ/Lunch】休業
【ディナー/Dinner】5:30P.M.～9:30P.M.(LO9:00P.M.)
【ラウンジ･バー/Lounge･Bar】　5:30P.M.～9:30P.M.(L.O9:00P.M.)

ステーキ＆シーフード ボストン(22階)
Boston Steak & Seafood Restaurant (22F)

【ランチ/Lunch】12:00NOON～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
【ディナー/Dinner】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)

中国料理　李芳(21階)
Riho Chinese Restaurant (21F)

営業を休止いたします。 Currently closed.
※個室利用のご予約のみ承っております。詳しくはお問合せください。

日本料理  広島 なだ万(20階)
Nadaman Japanese Restaurant (20F)

営業を休止いたします。 Currently closed.

ラウンジ　モロキニ(1階)
Molokini Lounge (1F)

12:00NOON～6：00P.M.(L.O.5:30P.M.)

お好み焼　かっくん(1階)
Kakkun Hiroshima Style Okonomiyaki (1F)

定休日

コンビニエンスショップ(1階)
Convenience Store (1F)

12:00NOON～10:00P.M.

ブライダルサロン(1階)
Bridal Salon (1F)

定休日

スパ ザ ブルー プリンス(3階)
SPA THE BLUE PRINCE(3F)

営業を休止いたします。 Currently closed.

広島温泉　瀬戸の湯(3階)
Hiroshima Hot Spring  “Seto-no-yu”(3F)

12:00NOON～12:00MID.
最終受付/Reception closes at　11:00P.M.　こども/Children may enter until　9:00P.M.

フィットネスジム(3階) / Gym (3F) 12:00NOON～9:00P.M..

瀬戸内海汽船トラベルサービス（1階）
Travel Desk(1F)

12:00NOON～6:00P.M.

ビジネスセンター（1階）
Buissiness Center(1F)

12:00NOON～6:00P.M.



〈5/25(木)以降の営業内容について〉[Changes to services（May 25th ～）] 
 

施設名称 / Facility Name 営業時間･変更内容 等 / Business Hours･Changes

朝食会場 / Breakfast venue
【朝食/Breakfast】 7:00A.M.～10:30A.M.(L.O.10:00A.M.)
※和洋ブッフェメニューをご用意いたします。 ※会場は客室内テレビでご確認いただけます。
Japanese and Western dishes are available. ※Please check the venue on TV.

スカイラウンジ　トップ オブ ヒロシマ(23階)
Top of Hiroshima (23F)

【ランチ/Lunch】12:00NOON～3:00P.M.(LO2:30P.M.)
【ディナー/Dinner】5:30P.M.～9:30P.M.(LO9:00P.M.)
【ラウンジ･バー/Lounge･Bar】　5:30P.M.～9:30P.M.(L.O9:00P.M.)
　　　　　　　※金曜日･土曜日は10:30P.M.(L.O.10:00P.M.)/Fridays and Saturdays ： ～10:30P.M.(L.O10:00P.M.)

※各会場が、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。*We may change the venue location.

ステーキ＆シーフード ボストン(22階)
Boston Steak & Seafood Restaurant (22F)

【ランチ/Lunch】12:00NOON～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)　※土休日/Weekends ： 11:30A.M.～
【ディナー/Dinner】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)

中国料理　李芳(21階)
Riho Chinese Restaurant (21F)

営業を休止いたします。 Currently closed.
※個室利用のご予約のみ承っております。詳しくはお問合せください。

日本料理  広島 なだ万(20階)
Nadaman Japanese Restaurant (20F)

【朝食/Breakfast】 8:00A.M.～10:30A.M.(L.O.10:00A.M.)
【ランチ/Lunch】 11:30A.M.～2:30P.M.(L.O.1:30P.M.)
【ディナー/Dinner】5:30P.M.～9:00P.M.(L.O.8:00P.M.)

ラウンジ　モロキニ(1階)
Molokini Lounge (1F)

10:00A.M.～6:00P.M.(L.O.5:30P.M.)

お好み焼　かっくん(1階)
Kakkun Hiroshima Style Okonomiyaki (1F)

【ランチ/Lunch】12:00 NOON～ 2:30P.M.(L.O.2:00P.M.)　※土休日のみ営業　　※Weekends only.
【ディナー/Dinner】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)
※毎週水曜定休 ※Closed on Wednesdays.

コンビニエンスショップ(1階)
Convenience Store (1F)

8:00A.M.〜10:00P.M.

ブライダルサロン(1階/2階)
Bridal Salon (1F/2F)

10：00A.M.～6：00P.M.　※毎週火曜日・水曜日 定休日 ※Closed on Tuesdays and Wednesdays.

スパ ザ ブルー プリンス(3階)
SPA THE BLUE PRINCE(3F)

11:00A.M.～7：00P.M.　※毎月第2火曜日 臨時定休日　 ※Closed on 2nd Tuesdays.
※ご利用には事前のご予約が必要となります。 ※Please make a reservation in advance.

広島温泉　瀬戸の湯(3階)
Hiroshima Hot Spring  “Seto-no-yu”(3F)

6:00A.M.〜12:00MID.
最終受付/Reception closes at　11:00P.M.　こども/Children may enter until　9:00P.M.
※ご利用人数およびご利用時間を制限させていただく場合がございます。
※In order to prevent the spread of novel coronavirus, the number of users and using time may be limited.

フィットネスジム(3階) / Gym (3F) 6:00A.M.〜9:00P.M.

ルームデリバリー/Room Dlivery 当面の間、営業を休止いたします。 Currently suspended.


