営業形態変更のご案内
平素はウェスティン都ホテル京都に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度の京都府による蔓延防止等重点措置により、6月21日（月）からの営業形態を下記のように変更させていただきます。
お客様と従業員の安全を最優先し、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底してまいります。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

*京都府の要請により、レストランでのアルコールのご提供は11：00～19:00まで、また、同一グループの同一テーブル
へのご案内は4名様までとさせていただきます
レストラン施設等

最終入店 19:00

6:30～20:00

朝食／セットメニュー（洋定食または和定食)

06:30～10:00

オールデイダイニング「洛空」
2F

ティーラウンジ「MAYFAIR」
2F

昼食／ (平日)セットメニュー
（土・日・祝）ブッフェ

11:30～14:30
11:30～15:00

夕食／(月～木)セットメニュー
（金・土・日・祝）ブッフェ

16:00～20:00
16:00～20:00

11:00～19:30 （金・土・日・祝）
※上記以外は、2Ｆ オールデイダイニング「洛空」にてご用意

ランチ
11:30～14:30 （土・日・祝）
※平日は予約制 （3日前までに要予約）

ドミニク・ブシェ ル・レストラン

ディナー 16:00～20:00 （金・土・日・祝）
※月～木は予約制 （3日前までに要予約）
最終入店 18:00

3F

ランチ
11:30～14:30 （土・日・祝）
※平日は予約制 （前日15:00までに要予約）

ドミニク・ブシェ ル・テッパンヤキ

ディナー 16:00～20:00 （金・土・日・祝）
※月～木は予約制 （前日15:00までに要予約）
最終入店 18：00

3F

バー「麓座」

休業
3F

インルームダイニング

15:00～21:00

スパ・フィットネス施設／クラブラウンジ

06:30～23:00

スパ「華頂」
6F

ウェスティンワークアウト
フィットネススタジオ
【受付：6F スパ「華頂」】
3F

最終入場 22:00

ソーシャルディスタンス遵守のための入場制限を実施している為
お待ち頂く場合がございます

13:00～20:00

最終入場 19:00

サウナはご利用いただけません
ソーシャルディスタンス遵守のための入場制限を実施している為
お待ち頂く場合がございます

休業
朝食：洛空
ティータイム：洛空（金・土・日・祝は、メイフェア）
イブニングカクテル：洛空（金・土・日・祝は、メイフェア）

ウェスティンクラブ クラブラウンジ
3F

その他

ご宴会・ご婚礼

5：00～20：00
＊京都府の要請により、アルコールの提供は4名様までとさせていただきます

*各施設の詳細・ご利用についてのご案内（年齢制限等）は、ホームページをご確認ください。
*今後の状況により変更させていただく場合もございますので、ご了承ください。

Change in Business Hours of Hotel Facilities and Restaurants
Due to the emergency measures imposed by Kyoto prefecture,
some of our facilities and restaurants will remain temporarily closed
or operate with reduced hours of operation from 21 June.
We sincerely apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your kind understanding.
*Due to the announcement by the Kyoto prefecture government, alcoholic beverages will be provided only
for a maximum of 4 people in the same group from the hours of 11:00 a.m. to 7:00 p.m. at all restaurants.
DINING

6:30AM～8PM

Last sitting at 7PM

Breakfast 6:30AM～10AM
Breakfast is limited to set menus. (Japanese or American set menus only)
ALL DAY DINING ｢RAQOU｣

Lunch (Weekdays) / 11:30AM～2:30PM (Set menus and a la carte menus only)
(Weekends and Holidays) / 11:30AM～3PM （Buffet)

2F

Dinner 4PM～8PM
Dinner buffet will be available only on Fridays,Weekends and Holidays.
From Monday to Thursday dinner menus are limited to set menus and a la carte menus.

TEA LOUNGE ｢MAYFAIR｣

11:30AM～7:30PM （Fridays,Weekends and Holidays）

2F

*On days other than the above, please visit 2F RAQOU.

Lunch 11:30AM～2:30PM （Weekends and Holidays）
Open by appointment only on Weekdays.
DOMINIQUE BOUCHET KYOTO

(Reservations are required at least 3 days in advance.)

｢Le RESTAURANT｣
3F

Dinner

4PM～8PM(Weekends and Holidays)

Last sitting at 7PM

Open by appointment only from Mondays to Thursdays.
(Reservations are required at least 3 days in advance.)

Lunch

11:30AM～2:30PM （Weekends and Holidays）

Open by appointment only on Weekdays.
DOMINIQUE BOUCHET KYOTO

(Reservations are required by 3 PM on a preceding day.)

｢Le Teppanyaki｣
3F

Dinner

4PM～8PM(Weekends and Holidays)

Last sitting at 7PM

Open by appointment only from Mondays to Thursdays.
(Reservations are required by 3PM on a preceding day.)

BAR ｢ROKUZA｣
3F
In Room Dining

Closed

3PM～9PM

SPA & FITNESS / CLUB LOUNGE

6:30AM～11PM
SPA 「KACHO」
6F

（Last entry at 10PM）
To keep social distance, we are currently limiting the number of guests at SPA"KACHO".
Depending on the situation, we might ask you to wait for using the facility.
1PM～8PM

WESTIN WORKOUT FITNESS STUDIO

（Last entry at 7PM)

Reception at SPA 「KACHO」6F

Sauna is not available.
3F

To keep social distance, we are currently limiting the number of guests at Westin WORKOUT.
Depending on the situation, we might ask you to wait for using the facility.
Closed

Club Lounge WESTIN CLUB
3F

Breakfast:All Day Dining "RAQOU"
Tea Time:All Day Dining "RAQOU" ( Fridays,Weekends and Holidays at "Mayfair" )
Evening cocktails:All Day Dining "RAQOU" ( Fridays,Weekends and Holidays at "Mayfair" )

Meeting Events
&
Wedding

5AM～8PM
*Due to the announcement by the Kyoto prefecture government, alcoholic beverages
will be provided only for a maximum of 4 people in the same group.

* Please check Hotel website for details and information about each facility (age restrictions, etc.).
* May be extended subject to change of circumstances.

