2021 年 9 月吉日

ホテル全館停電のご案内について（ご協力依頼）

平素より ANA クラウンプラザホテル大阪をご利用いただき、誠にありがとうございます。
幣ホテルでは、電気事業法に基づく法定点検を実施致します。その際全館停電状態となりますの
で、概要につきまして下記の通りご案内させていただきます。ご利用にあたりご不便をおかけするこ
とと存じますが、運営面では最善を尽くしますので何とぞ事情ご賢察の上ご協力を賜りますよう謹ん
でお願い申し上げます。
期日：2022 年 1 月 11 日(火)午前 0 時 30 分から午前 4 時 30 分
(※10 日（月）深夜 24 時 30 分～)
通常通りご利用可能な設備
・ 客室電話
・ 給水、給湯
※但し湯温は低下する恐れがあります。
全館停電時（0:30a.m.－4:30a.m.）ご利用不可能な設備
・ 館内エレベーター ※スタッフが非常階段にて誘導致します。
・ 館内全照明 ・館内全コンセント ・エアーコンディショナー（空調）
・ 時計、目覚ましアラーム ・トイレ ・インターネット ・テレビ、ラジオ、BGM
・ 冷蔵庫
全館停電に伴う営業時間の変更
・ フィットネス 21:00p.m.－翌 8:00a.m.の間、閉店致します。 ※現在営業時間 8：00
a.m.－21:00p.m.
・ ルームサービス 21:45p.m.－翌 10:00a.m.の間、オーダーストップとなります。
・ マッサージ
23:00p.m. でマッサージサービスを終了させて頂きます。
・ 駐車場
0:00a.m. 以降の進入は出来ません。
※止むを得ない事由での駐車場進入はフロントへお申し付け下さいませ。
客室内に懐中電灯を常備致しております。また各フロアにはスタッフが待機を致しております。緊急
を要する際はフロアスタッフ、もしくは客室電話にてダイヤル「2」フロントまでお申し付け下さい。

ANA クラウンプラザホテル大阪

IMPORTANT NOTICE

Inspection of the Electrical Facilities and Interruption to Power Supply in the Hotel

Dear Valued Customers,
We would like to take this opportunity to thank you for your continued patronage of the ANA Crowne Plaza
Osaka. We are required to conduct a statutory inspection of the electrical facilities within the hotel, which will
unfortunately result in an interruption to the power supply of the entire building. This inspection is required by
law to maintain our safety standards, therefore we ask for your understanding and cooperation. Our sincere
apologies for any inconvenience this may cause. Please be assured that we will do our utmost to make your
stay with us during this time as pleasant as possible.

◆Hours of the Interruption: Tuesday -11th of January, 2022 0:30 AM to 4:30 AM
Telephones in Guest Rooms
Hot and cold water supply

*The temperature of the hot water may be affected

◆Affected Facilities (not functioning during the interruption -0:30 AM to 4:30 AM)
Elevators

*Staff will be posted at the emergency exits to guide guests to use the
stairs.

Clocks and Wake-up alarms
Toilets
Lights, wall sockets, air conditioning, Internet, televisions, radios, refrigerators

◆Changes to Business Hours resulting from the Interruption
Fitness Centre

21:00PM to 8:00 AM

It will be closed during this time..

Room Service

21:45 PM to 10:00 AM No orders will be taken during this time.

Massage Service

23:00 PM

Massage Service will stop at this time.

Parking Lot

0:00 AM

It will not be possible to enter after this time.

*However, guests who need to enter the car park should contact the Front Desk.
All rooms are equipped with a flashlight in the closet should you require it. Also, staff will be on standby on
each floor. In case of emergency, please contact floor staff or dial [2] for the
FrontDesk.
ANA Crowne Plaza Osaka
Hotel Management

