Notice of change in opening hours of restaurants

【8月】レストラン営業時間のご案内
Dear Guests,
Thank you for staying at ANA CROWNE PLAZA FUKUOKA
Please be informed of service change of our restaurants as below, which is effective until further notice.
We apologize for all the inconveniences this may cause and appreciate your kind understanding.
平素より、ANAクラウンプラザホテル福岡をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度、誠に勝手ながらしばらくの間、館内レストランにおきまして営業時間の変更させていただきます。
お客様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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Japanese Restaurant Chikushino

【 Lunch 】11:30am 〜 2:30pm（ L.O. 2:00pm ）
（ 定休日 / 月）[Closed:Mon.]

日本料理 筑紫野

【 Dinner 】5:30pm 〜 9:00pm（ Course L.O. 8:00pm ）
（ 定休日 / 月）[Closed:Mon.]

Charcoal Grill Counter Yamagasa
炭火焼カウンター 山笠

Chinese Restaurant TAO-LI
中国料理 TAO-LI

MEZZANINE BAR

メザニンバー

【 Dinner 】5:30pm 〜 9:00pm（ Course L.O. 7:00pm ）
（ 定休日 / 月）[Closed:Mon.]
お席に限りがありますので事前予約をおすすめいたします。

We recommend that you make a reservation in advance.

【 Lunch 】11:30am 〜 2:30pm（ L.O. 2:00pm ）
（ 定休日 / 水）[Closed:Wed.]
【 Dinner 】5:30pm 〜 9:00pm（ L.O. 8:30pm ）
（ 定休日 / 水）[Closed:Wed.]
※8月10日( 水 ) は営業いたします。We will be exceptionally served on Aug. 10.

6:00pm 〜 11:00pm
（定休日 / 日・祝）[Closed:Sun., nat. hol.]
※8月11日( 木・祝 ) は営業いたします。We will be exceptionally served on Aug. 11.
※8月15日（月）は休業いたします We will be closed on Aug. 15 .

【 Breakfast 】6:30am 〜 10:30am（ L.O. 10:00am ）
【 Lunch 】11:30am 〜 2:30pm（ L.O. 2:00pm ）
※土・日は 1:45pmクローズ（ L.O. 1:30pm ） Closes at 1:45pm on Sat., Sun.
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All Day Dining Crowne Café

オールデイダイニング クラウンカフェ

【 Tea 】3:00pm 〜 4:30pm（土・日のみ）[Open:Sat., Sun.]
【 Dinner 】6:00pm 〜 10:00pm（ L.O. 9:00pm ）
平日は「クラウンビアビュッフェ “ Meat & Beer ”」
土・日・祝日は「ステーキ＆デザートディナービュッフェ」を実施いたします。

The Crowne Beer Buffet will be held only on Weekdays,
and Crowne Café Steak Dinner & Dessert Buffet will be offered on other days.
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Lobby Lounge

10:00am 〜 7:00pm(L.O. 6:30pm)

Patisserie Boutique TROIS

11:00am 〜 7:00pm

ロビーラウンジ

パティスリーブティック トロワ

Room Service
ルームサービス

11:00am 〜 10:00pm
メニューは QRコードよりご覧ください。
Please scan this QR code to view our menu.
※今後の感染状況および政府発表等により、期間や内容が変更になる可能性がございます。

