
「まん延防止等重点措置」要請内容と該当ホテルの対応について 1月27日9:00現在

認証店

◆営業21時  /酒提供11時~20時30分  
※酒提供は20時30分までに提供できる範囲でオーダーストップ

※１テーブル4人以内

　　(全員の陰性結果を確認した場合は5人以上可)

    京都⼋瀬離宮

認証店取得済み

◆営業21時まで/酒提供11時 20時30分まで
　※酒提供は20時30分までに提供できる範囲でオーダーストップ

　※１テーブル4人以内 (全員の陰性結果を確認した場合は5人以上可)

非認証店 営業は20時まで / 酒提供なし

芦屋ベイコート倶楽部
認証店取得済み

    有⾺離宮

認証店取得済み

    六甲

サンクチュアリ・ヴィラ
認証店取得済み

    淡路島

認証店取得済み

グランドエクシブ軽井沢
認証店取得済み

    蓼科

認証店取得済み

グランドエクシブ初島クラブ

認証店取得済み

エクシブ伊豆
認証店取得済み

グランドエクシブ浜名湖
認証店取得済み

◆⽇本料理      中国料理               

　 宿泊者のみを対象とするため通常営業

◆    料理      ①営業21時まで/酒提供20時まで
　  ※酒提供は20時までに提供できる範囲でオーダーストップ

　  ※１テーブル4人以内

◆           料理       

非認証店 営業は20時まで / 酒提供なし

グランドエクシブ那須白河
認証店取得済み

重点措置区域以外は要請対象外のため通常営業 1/27~2/20

認証店

＜①②選択制＞

①営業21時  /酒提供11時 20時  

②営業20時まで/酒提供なし
※酒提供は20時までに酒提供できる範囲でオーダーストップ

※１テーブル4人以内

　　(全員の陰性結果を確認した場合は5人以上可)

東京ベイコート倶楽部
認証店取得済み

①営業21時まで/酒提供11時 20時まで
　※酒提供は20時までに提供できる範囲でオーダーストップ

　※１テーブル4人以内（全員の陰性結果を確認した場合は5人以上可）

非認証店 営業は20時まで / 酒提供なし

横浜ベイコート倶楽部

ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜

認証店取得済み

    箱根離宮

認証店取得済み

    湯河原離宮

認証店取得済み

非認証店 営業は20時まで / 酒提供なし

認証店

＜①②選択制＞

①営業21時  /酒提供11時 20時  

②営業20時まで/酒提供なし
※酒提供は20時までに酒提供できる範囲でオーダーストップ

※１テーブル4人以内 (介助・介護を要する場合を除く)

ラグーナベイコート倶楽部
認証店取得済み

①営業21時まで/酒提供は11時 20時まで
　※酒提供は20時までに提供できる範囲でオーダーストップ

　※1テーブル4人以内（介助・介護を要する場合を除く）

非認証店 営業は20時まで / 酒提供なし

グランドエクシブ鳥羽
認証店取得済み

宿泊者を対象とした旅館ホテル内の飲食店は

要請対象外のため通常営業
1/21~2/13

⻑野県

⻑野県  宿泊者   対象   

旅館ホテル内の飲食店は要請対象外
※テーブルの人数制限はあり

宿泊者のみを対象とした旅館ホテル内の飲食店は

要請対象外のため外来を受けずに通常営業
　

　※１テーブル４人以内

　※１人で飲食できない乳幼児・高齢者は4人に含まない

 ※宿泊者 ⼀緒 ⾷事 召 上  外来客 不可

1/27~2/20

京都府 1/27~2/20

兵庫県
兵庫県は、宿泊者のみを対象とした

旅館ホテル内の飲食店は要請対象外
※テーブルの人数制限・時間制限はあり

宿泊者のみを対象とした旅館ホテル内の飲食店は

要請対象外のため外来を受けずに通常営業

 ※１    ４⼈以内 2時間程度以内

　※幼児や0歳児でも、4人の人数に含まれる

1/27~2/20

①営業21時まで/酒提供11時 20時まで
　※酒提供は20時までに提供できる範囲でオーダーストップ

　※１テーブル４人以内

福島県

静岡県

重点措置区域

福島市    市 南相⾺市 会津若松市 郡⼭市

上記以外は要請対象外

認証店

＜①②選択制＞

①営業21時  /酒提供5時 20時  

②営業20時まで/酒提供なし
※酒提供は20時までに提供できる範囲でオーダーストップ

※１テーブル4人以内

★静岡県は、宿泊者のみを対象とした

旅館ホテル内の飲食店は要請対象外
※テーブルの人数制限なし

各ホテルの対応

宿泊者のみを対象とした旅館ホテル内の飲食店は

要請対象外のため外来を受けずに通常営業

1/27~2/20

期間

三重県
三重県は宿泊者を対象とした旅館ホテル内の

飲食店は要請対象外

1/21~2/13

1/21~2/13

1/21~2/13

東京都

愛知県

神奈川県

対象地域 都県からの要請内容 対象ホテル

認証店

＜①②選択制＞

①営業21時  /酒提供11時 20時  

②営業20時まで/酒提供なし
※酒提供は20時までに酒提供できる範囲でオーダーストップ

※１テーブル4人以内



※下記以外    内飲⾷店  通常通 営業 ⾏       

館内飲食店全般

レストラン ディナータイム
全日 17:00 21:00（L.O.20:30）　　※           17:30 18 00 20:00 20:30間 対応

※        和洋中    17:00 21:00（L.O.20:30）※開催日はご確認ください

ロビーラウンジ 全日  8:00 21:00
バー CLOSE
    料理     
「ルッチコーレ」

ランチタイム 11:00 14:00（L.O.13:00）　※ゴルフランチは通常営業

ディナータイム 17:00 21:00（L.O.20:00）
※⽇本料理 海幸  中国料理 翆陽           通常営業（宿泊者   対応）

ロビーラウンジ ⽇ ⾦ 8:00 21:00／⼟ 祝前⽇ 8:00 22:00（通常営業）
館内飲食店全般

レストラン ディナータイム
全日 17:00 21:00（L.O.20:00）　※インルームダイニングは24時間対応

12:00 15:00（L.O.14:00）
マディソンラウンジ 月 土 12:00 21:00（L.O. 20:00）

日・祝 　 10:00 21:00（L.O. 20:00） ※食事 12 00  提供
モナークバー 全日 16:00 21:00（L.O.20:00）
館内飲食店全般

レストラン 全⽇ ⽇本料理 朝⾷  7:00 10:30（L.O. 9:30）
昼食 11:30 14:30（L.O.13:30）
夕食 17:00 21:00（L.O.20:00）

土日祝 鉄板焼 昼食 11:30 14:30（L.O.13:30）
全日 夕食 17:00 21:00（L.O.20:00）
全⽇ 中国料理 昼⾷ 11:30 14:30（L.O.13:30）

夕食 17:00 21:00（L.O.20:00）
⽇~⽊ インルームダイニング  7:00 23:00（L.O.22:30）
⾦ ⼟ 24時間
全日 OZIO 朝食  7:00 11:00（L.O.10:00） 

昼食 11:30 14:30（L.O.13:30）
夕食 17:00 21:00（L.O.20:00）

※                    開催時 17:00 21:00（L.O.20:00）
月 土
日　
全日

館内飲食店全般

レストラン
全日 16:45 21:00（L.O. 20:00)　　※           17:00 20:00間 対応

ラウンジ・バー 全日 　8:00 21:00（L.O. 20:30）
館内飲食店全般

レストラン ディナータイム（コルテは全日CLOSE）
全日 16:30 21:00（L.O.20:00）  ※           17:30 20:30間 対応

ラウンジ・バー 全日 10:00 21:00（L.O.20:00）
館内飲食店全般

レストラン ディナータイム
⽉ ⾦ ⽇
土・祝・1/28
鉄板焼のみ　全日

土曜日のみインルームダイニングにて和洋中スイーツのカルテットボックス（税別10,000円）にて対応
1/22（⼟） 29（⼟） 2/5（⼟） 11（⾦ 祝） 12（⼟） 19（⼟） 26（⼟）

17:30 21:00 ※3日前までの要予約
            7:30 21:00（L.O.）間 対応
⽉ ⾦
土・日・祝日
全日

             以外 付帯施設 営業時間変更内容（下記 変更   場合      ） 

ショップ  9:00 12:00／14:00 21:00（繁忙日 22:00）
スパ  6:00 11:00（最終受付10:30）／15:00 24:00（最終受付23:30）

　CLOSE
陶芸　和楽 　CLOSE

　CLOSE
　CLOSE
　CLOSE
 平日 9:00 21:00 土 日 祝日8:00 22:00 
 6:00 24:00  ※混雑時 入場制限   場合       

アロマハウス 14:00 22:00 ※10:00 14:00 前日17:00   予約制
10:00 22:00
 7:00 24:00（最終入店 23:30）

ジム  7:00 22:00（最終入店 21:30）
プール  7:00 22:00（最終入店 21:30）
スパ  6:00 24:00（最終入店 23:30）
プール  6:00 22:00（最終入店 21:30）
ジム  6:00 22:00（最終入店 21:30）
トリートメントサロン 10:00 23:00（最終入店 22:00）
ショップ  8:30 13:00／14:00 21:00
スパ  6:00 11:00／15:00 24:00（最終入店 23:00）

　CLOSE
ショップ  8:00 12:30／14:30 22:00
スパ  6:00 11:00／14:30 24:00（最終入店23:30）

　CLOSE

　1月21日

    2月13日

「まん延防止等重点措置」に伴う該当ホテルの営業時間について 1月27日9:00現在

ホテル 付帯施設 営業時間 適用期間

前⽇   要予約 昼  ⼣⾷    対応:(⽉ ⾦)時宜 割烹 OZIO 眺遊楼/(⼟⽇ 祝⽇)時宜 割烹 鉄板 OZIO 眺遊楼

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時  （20時   提供   範囲         ）※           除 

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時30分  （20時30分   提供   範囲         ）※           除 

※同一グループの同一テーブル4人以内（全員の陰性結果を確認した場合は5人以上可）

エクシブ

京都 ⼋瀬離宮

※付帯施設 営業時間  ⾃治体   協⼒依頼       対策    各    取組    流動的              情報  各            確認     

付帯施設ホテル

エクシブ

箱根離宮

営業時間

エクシブ

湯河原離宮

ラグーナ

ベイコート倶楽部

東京

ベイコート倶楽部

コンシェルジュ
スパ

ブティック  9:00 13:00／14:00 21:00

スパ  6:00 11:00（最終受付10:30）／ ⽉ ⽊ 14:00 23:00（最終受付22:30）  ⾦ ⼟ ⽇ 14:00 24:00（最終受付23:30）

横浜ベイコート倶楽部

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート

 横浜

トリートメントサロン

※同一グループの同一テーブル4人以内（全員の陰性結果を確認した場合は5人以上可）

※1テーブル4人以内

エクシブ

湯河原離宮
ディナータイム

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時  （20時   提供   範囲         ）※           除 

※１テーブル４人以内

横浜

ベイコート倶楽部

ザ・カハラ・

ホテル＆リゾート

横浜

12:00 21:00（L.O. 20:00）
10:00 21:00（L.O. 20:00）

※1テーブル4人以内

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時  （20時   提供   範囲         ）※           除 

マディソンラウンジ（YBCC）

カハララウンジ（カハラ横浜）

エクシブ

箱根離宮

東京

ベイコート倶楽部

ラグーナ

ベイコート倶楽部

　1月21日

    2月13日

17:30 21:00（L.O.20:00）
16:30 21:00（L.O.20:00）
16:30 21:00（L.O.20:00）

ボンズベイ
10:00 12:00／14:00 21:00（L.O.20:30）
10:00 21:00（L.O.20:30）

モナークバー 18:00 21:00（L.O.20:30）

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時  （20時   提供   範囲         ）※           除 

※同一グループの同一テーブル4人以内（但し介助や介護を要する場合を除く）

 10:00 23:00（最終受付 22:00）
ジム  ①8:00 9:00 ②10:00 11:00 ③14:00 15:00 ④16:00 17:00 ⑤18:00 19:00 ※予約制

10:00 21:00（L.O. 20:00）

　1月21日

    2月13日

　1月21日

    2月13日

　1月21日

    2月13日

ミュージックルーム・プレイルーム

ミュージックルーム・プレイルーム

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時  （20時   提供   範囲         ）※           除 

エクシブ

浜名湖

　1月27日

    2月20日

　1月27日

    2月20日

 認証店     営業 21時   酒提供 11時 20時  （20時   提供   範囲         ）※           除 

※同一グループの同一テーブル4人以内

ビリヤード
キッズルーム
ショップ
スパ

エクシブ

京都 ⼋瀬離宮 ミュージックルーム・プレイルーム

ミュージックルーム・プレイルーム

エクシブ

浜名湖


