
  
 

 

 
    

       
        

   
    

   

 

 
 

   
  

 
     

  
       

    
     

    
 

    
 

    
 

   
 

  
 

       
   

 
   

  
  

       
  

   
      

 
  

 
     

 
 

 

I NOTICE OF CHANGE IN BUSINESS HOURS 

2021/5/6(Thursday）〜2021/5/31(Monday) 

Thank you for your continued support of Okinawa Marriott Resort & Spa. In order to continue safety and security 
measures concerning the spread of infectious diseases for both our guests and staff, we will be adjusting some of 
the business hours for our facilities and service features. Ongoing changes may become necessary in the future. 
We have updated our hotel information. Because of continuing emergency measures in Okinawa Prefecture, we 
are requesting non-staying guests to leave the hotel by 20:00. Please read the following information carefully. We 
apologize for any inconvenience and appreciate your understanding.

【Restaurant Information】 

■Buffet & Grill QWACHI Limited Hours Operation 
Breakfast 7:00〜10:30(Last Order 10:00）Buffet 
*No alcohol will be served. 
Breakfast Box. 4:00~13:00 ※Advance reservation is required by 20:00 the previous day. 
Lunch 11:30〜14:30(Last Order 14:00） 

Dinner 18:00〜20:00(Last Order 19:30）Buffet / A La Carte / Buffet Take Out 
*Eating and drinking in the restaurant until 20:00; alcohol served until 19:00. 
*Take out will be provided at 20:00~21:30 for you to enjoy in your room. 
■Room Service (In-Room Dining) Limited Hours Operation 
18:00〜21:00(Last Order 21：00） 

■ Lobby Lounge Kanon Temporarily Closed 
■Okinawa Yakiniku Ryu-Sen 
Dinner 18:00〜20:00(Last Order 19:00）Menu: Yakiniku, Shabu-Shabu 

The following restaurants are closed: Japanese Ryu-Bin-Ka, Chinese Ryu-Ka-Ho

【Executive Lounge Information】 

Executive Lounge access is exclusive for guests staying on the executive floors or in suite rooms. 
■7:00〜10:30 Lobby Floor QWACHI 
*Please refer to the QWACHI breakfast information. 
■10:00〜18:00 14F Ocean Lounge 
*Snacks and coffee/tea are available. 
■18:00〜21:30 Lobby Floor QWACHI 
*Alcohol will be served until 19:00; food and drinks are available until 20:00; take out is available from 20:00. 
■21:00〜23:00 14F Ocean Lounge 
*Herb tea is offered before retiring to your room. 
The 14th Floor Forrest Lounge is open 24 hours as a seating area only.

【Sweets Lounge Information】 

■10:00〜18:00 Lobby Floor QWACHI For guests staying in Family Rooms only. 



 
 

 
     

  
 

 
 

    
  

 
      

 
 

 
   

   
 

  
 

   
 

 
 

   
 

   
 

 
 

 
   

 
 

 
    

  
 

     
 

 

 
 

    
  

   

【Pool & Health Club Information】 

■Garden Pool 
9:00〜18:00 Swimming in 1.2 meter pool area only. 
■Indoor Pool 
9:00~19:00 

■Spa: Indoor sauna is closed. 
18:00〜22:00(Last Entrance 21:00） 

■Gym 
24 Hours: Number of users at one time will be limited. No shoe rental.

【Esthetic Salon Information】 

■Creer Du Bi Limited Hours 
14:30〜23:00(Last Reservation 21:00）Reservation Hours 14:30 - 21:00

【Room Massage Information】 

20:00~24:00 Please see hotel information for details.

【Wedding Salon Information】 

Limited Business Hours 
11:00〜17:00(Weekdays） 

10:00〜19:00(Sat. Sun. Holiday） 

Closed on Tuesday.

【Shop Information】 

■ Morning Marketplace (Local Okinawan fresh items and products.） 

7:00~10:00 Open on Saturday, Sunday and Monday. 
■KBC Shop (Souvenir Shop） 

7:00〜22:00 
■KBC Store (Daily necessities, snacks, drinks, small gifts.） 

7:00〜24:00 

*Services may change due to changes in hygiene control standards. Please note that all updated information will 
be posted on the official website. 

General Manager 

Okinawa Marriott Resort & Spa 
Telephone#: +81 (0)980-51-1000 

1490-1 Kise, Nago-City, Okinawa-ken, 905-0026 
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概要


この文書から問題点は検出されませんでした。
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