
 

 
 

営業時間・サービス内容の変更に関するお知らせ 

≪変更する期間≫ 2022年3月7日（月） ～3月21日（月・祝） 
 

いつもコンラッド大阪をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 
コンラッド大阪はホテルとして、また全レストランで、大阪府の感染防止認証ゴールドステッカーの認証を受けております。 

大阪府のまん延防止等重点措置に基づく要請に伴い、 

酒類は全レストラン、ホテル内のすべてのサービス（ルームサービスを除く）で20：30まで提供し、営業時間は21:00までと変更させていただきます。 
 

ご飲食時以外はマスクの着用をお願いいたします。ご協力いただけない場合はご利用をお断りする場合がございます。  
状況により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

レストラン＆バー/ ルームサービス/ ペストリーショップ 
レストラン サービス 営業日 営業時間 

アトモス・ダイニング 

朝食 全日営業 6:30 - 10:30 

ランチ 
木曜日～月曜日 

11:30 - 14:00 

スイーツビュッフェ 平日 14:30 - 16:30  
 土日祝 14:30 - 16:00 / 16:30 – 18:00 (90分制) 

ディナー 木曜日～土曜日, 3/20(日)  平日 18:00 - 21:00 (最終入店 20:00) 
土曜日,3/20(日) 18:30 – 21:00 (最終入店 20:00) 

  *ビュッフェテーブルにお料理を取りに行かれる際は、マスクと備え付けのビニール手袋の着用をお願いいたします。 

C:GRILL 
（シーグリル） 

ランチ 
水曜日～日曜日, 3/21(月・祝) 

11:30 - 14:30 

ディナー 17:30 - 21:00 
(最終入店 19:30) 

蔵－鉄板焼＆寿司 
ランチ 

木曜日～火曜日 
11:30 - 14:30 

ディナー 17:30 - 21:00 
(最終入店 19:30) 

40スカイバー＆ ラウンジ 全日営業 10:30 - 21:00 (最終入店 20:00) 

ルームサービス 24時間営業 

その他施設 ・ サービス 

コンラッド・スパ 38F 水曜日～月曜日12:00 - 21:00 土曜日・日曜日・祝日10:00 – 21:00 ※火曜日 定休 

フィットネス/ プール 38F プール、サウナ、バスエリア、フィットネス:6:00 –22:00 （※ご宿泊のお客様はフィットネス24hご利用可） 

 
 
 
エグゼクティブラウンジ 

39F 

朝食は毎日アトモス・ダイニング（40階）にてご提供いたします。 
・朝食: 6:30 -10:30 
 
下記を含むラウンジサービスは 
月～木12：00 - 21：00、 金～日11：00 - 21：00  の間、エグゼクティラウンジ（39F）にてご提供いたします。 

 
アフタヌーンティー: 15:00  -  17:00 
イブニングカクテル: 18:00 - 20:00 

宴会場・会議室 
38F・39F 

 
イベントの開催は、行政の方針に基づき行います。 

 
その他ご不明な点などございましたら、お気軽に06-6222-0111までお問合せ下さいませ。 

ホテル館内におきまして衛生管理を徹底し、お客様及び従業員の安全第一に営業してまいります。  
お客様にはご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 



 

 
 

IMPORTANT NOTICE 
 

Conrad Osaka as a hotel and all of our restaurants 
have been certified with the Osaka Prefecture Gold Sticker for COVID-19”s Infection Prevention. 

Alcoholic beverages are served in all restaurants and all services in the hotel until 20:30 and open until 21:00 
(except In room dining service), 

and the hours of operation have been changed as follows in accordance with government policy        during 
 

March 7th (Mon) - 21st (Mon・Ph), 2022 
 

Please wear a facial mask except when you are eating and drinking. 
Depending on the circumstances, we may kindly ask you to exit the restaurants. 

Please be aware that the below schedule may change without prior notice. 
 

Restaurants / Bar & lounge / Pastry shop 
Restaurants Service Schedule Hours 

atmos dining 

Breakfast Open everyday 6:30 - 10:30 

Lunch 

Thu - Mon  

11:30 - 14:00 

Sweet 
Buffet 

Weekday 14:30 - 16:30 
Sat ・Sun ・Ph 14:30 -16:00 / 16:30 – 18:00 

(90 minutes) 

Dinner Thu – Sat & 3/20 (Sun) Weekday 18:00 - 21:00 (Last entry 20:00) 
Sat & 3/20 (Sun) 18:30 -  21:00 (Last entry 20:00) 

*Please note it is required to wear a facial mask and nylon gloves  
 while picking the food from the buffet platters. 

C:GRILL 
Lunch 

Wed – Sun & 3/21 (Mon・Ph) 
11:30 - 14:30 

Dinner 17:30 - 21:00 
(19:30 Last entry) 

KURA – 
Teppanyaki & Sushi 

Lunch 
Thu - Tue 

11:30 -  14:30 

Dinner 17:30 - 21:00 
(19:30 Last entry) 

40 SkyBar &Lounge Open everyday 10:30 - 21:00 
(20:00 Last entry) 

Room service Open 24 hours 

Other facilities and services 

Conrad SPA 38F Wed - Mon 12:00 - 21:00 Sat・Sun・PH 10:00 - 21:00 *Close on Tue. 

Fitness / Pool 38F Pool, Sauna and Bath area, and Gym: 6:00 - 22:00 ( Gym is available 24h for stay guests) 

Executive Lounge 
39F 

 
Breakfast will be provided at atmos dining on 40F everyday 
・Breakfast 6:30 - 10:30 

Lounge services including below will be provided at Executive lounge on 39F during  

Mon - Thu 12：00 - 21：00 & Fri - Sun 11：00 - 21：00   

Afternoon tea 15:00 - 17:00 
Evening cocktail 18:00 - 20:00 

Banquets & Meeting 
room 38F・39F 

 
Events will be operated in accordance with COVID-19 measures of Osaka. 

 
Please accept our sincere apologies for any inconveniences this may cause 
and thank you for your kind understanding. Should you have any questions, 

please contact our Front Desk Team or Conrad Service at TEL: +81-6-62220111. 


