
上記の間、下記の通り施設の営業時間、並びにサービス内容を変更いたします。 お客様にはご不便をおかけいたしますがご理解を

賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

レストラン・施設の営業時間、サービス内容に関するお知らせ (2022/1/11‐1/21） 

アウトレット 営業時間 

  

  

  

 リージェンシークラブ 

ラウンジ 

営業時間：       7:00 ~ 21:00 

朝食：         7:00 ~ 10:30 （ザ ガーデン ブラッスリー＆バーにて提供） 

リフレッシュメント：    7:00 ~  21:00 

イブニングカクテル：  17:00 ~ 19:00 

  

朝食はブッフェ、またはセットメニューを ザ ガーデン ブラッスリー＆バーで提供いたします。 

（日によって提供方法が異なります） 

  

  

  

  

 

ザ ガーデン 

ブラッスリー＆バー 

 

≪平日 月曜日～木曜日は朝食のみの営業とさせて頂きます≫ 

朝食：          7:00 ~ 10:30 

≪金曜日、土曜日、日曜日は下記の営業時間とさせて頂きます≫ 

朝食：          7:00 ~ 10:30 

ランチ：       11:30 ~ 14:30 

ティータイム：      14:30 ~ 17:00 

ディナー：          17:30 ~ 21:00     

(食事ラストオーダー  20:00、ドリンクラストオーダー 20：30) 

 

＊一部メニューを縮小して提供いたします。 

 朝食はブッフェ、またはセットメニューを提供をいたします。（日によって提供方法が異なります） 

 

 

 

ルーフトップ バー  

 

≪平日 月曜日～木曜日は終日クローズとさせて頂きます≫ 

 

≪金曜日、土曜日、日曜日は下記の営業時間とさせて頂きます≫ 

ティータイム：    14:00 ~ 17:00   

バータイム：       17:00 ~ 21:00     

(食事ラストオーダー  20:00、ドリンクラストオーダー 20：30) 

 

※雨天時はガーデン バーにてご案内いたします。 

更新日：1月10日 



アウトレット 営業時間 

  

  

 ガーデン バー 

 

≪平日 月曜日～木曜日は終日クローズとさせて頂きます≫ 

 

≪金曜日、土曜日、日曜日は下記の営業時間とさせて頂きます≫ 

ティータイム：    14:00 ~ 17:00   

バータイム：       17:00 ~ 21:00     

( 食事ラストオーダー  20:00、ドリンクラストオーダー 20：30) 

※雨天時のみ上記時間で営業致します。 

  

すし絵馬 

  

 

当面の間休業 

  

鉄板焼富貴亭 

  

  

当面の間休業 

 

ルームサービス 

 

当面の間ルームサービスの提供を中止いたします。 

  

ガーデン マーケット 

 

当面の間休業 

  

  

ガーデン ブティック 

  

  

 

営業時間  

  7:00 ~ 11:00    

15:00 ~ 23:00      

ギフトをはじめ缶ビール、ワインなども販売しております。 

※状況により営業内容、期間が変更になる可能性がございます。 



Hyatt Regency Tokyo Bay will make the following changes to its operational hours and services for the time being.            

We apologize for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding. 

Notice of Temporary Changes to Operation Hours (January 11th ~ 21th ) 

Restaurants and 
Bars 

Hours of operation 

  

Regency Club 
Lounge 

 

Hours of operation： 7:00 ~ 21:00 

Breakfast： 7:00 ~ 10:30 

Refreshments： 7:00 ~ 21:00 

Evening Cocktails： 17:00 ~ 19:00 

 

Breakfast is served at The Garden Brasserie and Bar, either as a buffet or set menu.  

(The service style varies each day.) 

 

  

 

 

 

 

 

The Garden  

Brasserie & Bar  

 

 

≪Mon to Thu / Only Breakfast is open ≫ 

Breakfast： 7:00 ~ 10:30 

≪Fri, Sat, Sun / Open at the following times≫ 

Breakfast： 7:00 ~ 10:30 

Lunch： 11:30 ~ 14:30 

Tea： 14:30 ~ 17:00 

Dinner： 17:30 ~ 21:00  

( Food last order 20:00, Beverage last order 20:30) 

※The menu will be a limited menu. 

Breakfast is served either as a buffet or set menu. The service style varies each day.  

 

 

 

 

Rooftop Bar 

 

 

≪Mon to Thu / Closed all day ≫ 

 

≪Fri, Sat, Sun / Open at the following times≫ 

Tea： 14:00 ~ 17:00  

Bar： 17:00 ~ 21:00  

( Food last order 20:00, Beverage last order 20:30) 

※If the Rooftop Bar is closed due to weather conditions, please enjoy the Garden Bar.  

Updated on Jan 10th 



Restaurants and 
Bars 

Hours of operation 

  

 

 

Garden Bar 

 

 

≪Mon to Thu / Closed all day ≫ 

 

≪Fri, Sat, Sun / Open at the following times≫ 

Tea： 14:00 ~ 17:00  

Bar： 17:00 ~ 21:00  

( Food last Order 20:00, Beverages last order 20:30 ) 

 

※The Garden Bar will be open when the Rooftop Bar is closed.  

  

Sushi Ema 

  

 

Temporarily closed 

  

Teppanyaki Fukitei 

  

  

Temporarily closed 

 

Room Service 

 

Temporarily closed 

  

Garden Market 

 

Temporarily closed 

  

  

Garden Boutique 

  

  

 

Hours of operation:  

 7:00 -  11:00    

15:00 - 23:00      

Gift items as well as beverages such as canned beer and wine are available for purchase. 

*Please note that the details and period of operation are subject to change depending on conditions. 


