
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≫ 

 ※ ご利用は、同一グループ・同一テーブル４人以内（同居家族、乳幼児、介助者を除く）でお願いいたします。 

※ 土曜日のディナーは 20：00 ラストオーダーとさせていただきます。 

※ 千葉県からの協力要請にしたがい、営業時間やアルコール類の提供時間など今後変更する場合がございます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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≫ 

 ※ ご利用は、同一グループ・同一テーブル４人以内（同居家族、乳幼児、介助者を除く）でお願いいたします。 

※ ディナーは 20：00 ラストオーダーとさせていただきます。 

※ 千葉県からの協力要請にしたがい、営業時間やアルコール類の提供時間など今後変更する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊カレンダー内の終了時間は、ラストオーダーの時間です。 

 

1 2 3 文化の日 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 勤労感謝の日 24 25 26 27

28 29 30

土日 月 火 水

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

木 金

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

2021 11 November

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～19:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00

朝　食　  　7:30～10:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00
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ランチ　　11:30～14:00 CLOSED

CLOSED

木 金

ランチ　　11:30～14:00 CLOSED

ランチ　　11:30～14:00

ランチ　　11:30～14:00

ランチ　　11:30～14:00

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED

2021 11 November

CLOSED
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ランチ　　11:30～14:00

CLOSED
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ランチ　　11:30～14:00
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ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00

ランチ　　11:30～14:00

ディナー　17:30～20:00



 

■ 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。ご迷惑をおかけしますが、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。ご迷惑をおかけしますが、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。ご迷惑をおかけしますが、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。ご迷惑をおかけしますが、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・バーの営業は、今後の状況により営業日・営業時間・営業内容を事前の予告なく変更する

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 10 月 20 日 更新 

オークラ アカデミアパーク ホテル 

総支配人 

－ 2021 年 11 月 1 日（月）以降のレストラン営業内容 － 
 

・「レストラン カメリア」と「中国料理 桃花林」は、『千葉県飲食店感染防止基本対策確認店』です。 

・酒類の提供は、ランチタイム（11：00～14：00）・ディナータイム（17：30～19：00）とさせていただきます。 

 ※土曜日のディナータイムは 17：30～20：00（ラストオーダー）となります。 

・酒類提供の有無に関わらず、同一グループ・同テーブルの定員は 4 名様以内とさせていただきます。 

（ただし同居家族、乳幼児、介助者を除く） 
 

 

 

－お客様へご利用にあたってのお願い－ 
 

・ホテルへご来館の際はマスクの着用をお願いいたします。 

・ホテル入口をはじめ、館内各所にアルコール消毒液を準備しておりますので、ご利用ください。 

・咳エチケットをお守りいただくとともに、手洗いやうがいの実施をお願いいたします。 

・レストランへのご入店時や会計時など、列にお並びいただく際は少人数でお並びいただき、 

また、お客様同士のフィジカルディスタンシングにご協力をお願いいたします。 

・発熱が続く、または強いだるさや息苦しさがある場合には、ホテルスタッフまでお申し出ください。 

・レストランご入店時は、非接触型体温計による検温と、手指のアルコール消毒にご協力ください。 

 ※発熱、咳、風邪の症状などで体調がすぐれない方のご利用はお断りさせていただきます。 


