
＜レストラン・バー・ルームサービス＞ 朝食 ランチ ディナー／バー

11:30～15:00 (L.O. 14:30) 17:30～21:00 (L.O. 20:00)

17F 　鉄板焼「ときわ」 7/12～ - 11:30～15:00 (L.O. 14:30)
17:30～21:00 (L.O. 20:00)

※前日正午までのご予約制

17F 　トップラウンジ「オリゾンテ」 7:00～10:00 (L.O.)

セレクションブレックファスト
休　業 休　業

カクテルラウンジも休業

11:30～15:00 (L.O. 14:30) 17:30～21:00 (L.O. 20:00)

2F 　バー「チッペンデール」 7/12～ - - 17:00～20:30 (L.O. 20:00)

※水曜は休業

1F 　カフェ「レックコート」

B1 　中国料理「桃李」 7/12～ - 11:30～15:00 (L.O. 14:30) 17:30～21:00 (L.O. 20:00)

B2 　焼きたてパン「パネッテリア オークラ」

※一部メニューを変更させていただいております　　　※L.O.はラストオーダー時間でございます

6F 　フィットネスクラブ　　※月曜定休 7/12～

B1 　宴会予約サロン

　宴会場 （3･4･5･17F） 7/12～

□ 京都ホテルオークラ館内のテナント各店舗でも営業時間などの変更をさせていただいております。

ご不明な点がございましたら、ホテルスタッフへおたずねください。

なお、感染症の拡大状況あるいは政府・自治体からの要請により、営業内容を予告なく変更する場合がございます。

京都ホテルオークラ　総支配人

＜その他の施設・送迎シャトル＞

営　業　テイクアウト・デリバリー／オンラインショップ

6:30～20:00

休　業

運　休

　7:00～21:00　（詳しくは担当者にご確認ください）

　※酒類の提供は11:00～20:30／カラオケ設備の提供はいたしません

　ウエルカムラウンジ （京都駅前）

　送迎シャトル

　7:00～10:00／12:00～21:00（最終入館20:00）

　10:00～17:00　※土･日･祝日のみ営業

　※ブライダル課・宴会予約課・セールス課・宿泊セールス課の電話受付は10:00～17:00

京都ホテルオークラ 営業内容変更のご案内 （2021年7月12日以降）

（2021年7月9日更新）

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の通り、営業内容を変更させていただきます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

■ 2021年7月12日より当面の期間、営業内容を変更させていただきます。

　　営業再開などにつきましては慎重に判断し、改めてホテル公式サイトなどでお知らせいたします。

　カフェ「りょーい」

　ルームサービス

7/12～
※平日は休業／土・日・祝日のみ営業（前日正午までのご予約制）

7:00～10:00 (L.O.)

10:00～20:00 (L.O. 19:00)

10:00～18:00

休　業

　　京都府の要請により、レストランと宴会場では酒類の提供は11:00～20:30とさせていただきます。

17F

　　京都府の要請により、レストランでは同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4名様以内とさせていただきます。

　スカイレストラン「ピトレスク」

※平日は休業／土・日・祝日のみ営業（前日正午までのご予約制）

7/12～ -

6F 　京料理「入舟」



＜Restaurants and Bar＞ Breakfast Lunch Dinner / Bar

11:30a.m. - 3:00p.m.
(Last orders 2:30p.m.) *1

5:30p.m. - 9:00p.m.
(Last orders 8:00p.m.) *1

17F 　Steak House Tokiwa 7/12- -
11:30a.m. - 3:00p.m.

(Last orders 2:30p.m.)

5:30p.m. - 9:00p.m.
(Last orders 8:00p.m.) *1

17F 　Top Lounge Orizzonte
7:00a.m. - 10:00a.m.
(Last orders 10:00a.m.)

Selection breakfast

Temporarily closed Temporarily closed

11:30a.m. - 3:00p.m.
(Last orders 2:30p.m.) *1

5:30p.m. - 9:00p.m.
(Last orders 8:00p.m.) *1

2F 　Bar Chippendale 7/12- - -
5:00p.m. - 8:30p.m.
(Last orders 8:00p.m.)

*Temporarily closed on Wednesday

1F 　Café Lec Court

B1 　Chinese Restaurant Toh-Lee 7/12- -
11:30a.m. - 3:00p.m.

(Last orders 2:30p.m.)

5:30p.m. - 9:00p.m.
(Last orders 8:00p.m.)

B2 　Bakery Panetteria Okura

*1: Advance reservations are required by the previous day.

*Alcoholic beverages are served from 11:00a.m. to 8:30p.m. 

*Please note restaurant menus are subject to change.

＜Facilities＞

6F
　Fitness club

　*Closed on Monday
7/12-

B1 　Banquet reservation salon

　Banquet rooms (3,4,5,17F) 7/12-

There are temporary changes in business hours, etc., for in-hotel shops.

Please contact us for more information. May be changed subject to circumstances.

General Manager

　Japanese Restaurant Irifune 7/12-

7/12-　Sky Restaurant Pittoresque

*Temporarily closed on weekdays

6F
7:00a.m. - 10:00a.m.
(Last orders 10:00a.m.)

Thank you for your continued patronage of Kyoto Hotel Okura.

To prevent the spread of novel coronavirus infection,

Kyoto Hotel Okura temporarily changes business hours and operations from July 12, 2021 until further notice.

We truly appreciate your kind understanding and cooperation.

Temporary changes in business hours and operations

Temporarily closed

Temporarily suspended

17F

　Shuttle service

　Café Ryoui

　Room Service

　Welcome lounge

10:00a.m. - 8:00p.m. (Last orders 7:00p.m.)

Temporarily closed

　7:00a.m. - 10:00a.m. / 12:00p.m. - 9:00p.m. (Last admission 8:00p.m.)

10:00a.m. - 6:00p.m.

　10:00a.m. - 5:00p.m.　*Closed on weekdays

　*Bridal, Banquet reservation, Accommodation sales section: 10:00a.m. - 5:00p.m.

　7:00a.m. - 9:00p.m.

　*Alcoholic beverages are served from 11:00a.m. to 8:30p.m.

*Temporarily closed on weekdays

-

6:30a.m. - 8:00p.m.


