2022 年 5 月吉日
お客様各位
J3ML2 合同会社
ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター 御堂筋
総支配人 ジェローム パラコール

ホテル改装工事のお知らせ

拝啓
新緑の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素よりホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋をご利用いただきまして、
誠にありがとうございます。
この度、当ホテルでは多くのお客様により快適にお寛ぎ頂けるホテルを目指し、下記の日程にて
エントランス、フロント、ロビー、客室の改装工事を行うこととなりました。
期間中は何かとご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、細心の注意を払いながら作業を進めて
参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
【工事期間と改装場所】
➢

工事期間

2022 年 6 月 1 日（水）～2022 年 6 月 28 日（火）

➢

改装場所

3F フロント・ロビー

＊期間中は 3F 仮設フロントデスクにて、チェックイン・チェックアウトをご利用いただけます。
➢

工事期間

2022 年 6 月 26 日（日）～2022 年 7 月 10 日（日）

➢

改装場所

8F コインランドリー・製氷機・電子レンジ・自動販売機エリア・喫煙所

＊期間中はフロントにてご案内させて頂きますので“フロント呼び出し”ボタンにてお問い合わせ
ください。
➢

工事期間

2022 年 7 月 1 日（金）～2022 年 7 月 2０日（水）見込み

➢

改装場所

1F エントランスホール・エレベーター

＊期間中は仮設のエントランス入口よりエレベーターをご利用頂き、3F フロントへお越し頂けます。
以上
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J3ML2 合同公司
大阪市中心御堂筋智选假日酒店
总经理 Jerome Palacoueur

酒店升级装修通知函

尊敬的贵宾:
感谢您入住大阪市中心御堂筋智选假日酒店。
为了营造更加舒适的入住环境，大阪市中心御堂筋智选假日酒店下列日起对公共区或及部分客房进行
装修改造，并将视工程进度在一定时间内对部分区或进行施工。
我们对施工给您带来的不便深表歉意，希望得到您的理解与支持。
大阪市中心御堂筋智选假日酒店旨在坚持为您提供更舒适奢华的完美入住体验，改造的酒店将带给您
一种崭新的视觉享受，衷心期待您的光临，谢谢!

【施工期和改装地点】
➢

施工期间

2022 年 6 月 1 日（周三）～2022 年 6 月 28 日（周二）

➢

改装地点

3楼

前台和大厅

＊在此期间，在三楼的临时前台可以办理入住和退房服务。
➢

施工期间

2022 年 6 月 26 日（周日）～2022 年 7 月 10 日（周日）

➢

改装地点

8楼

投币式自助洗衣房、制冰机、微波炉和自动售货机区，吸烟区

＊在此期间，前台将为您提供服务，请使用 "呼叫前台 "按钮。
➢

施工期间

2022 年 7 月 1 日（周五）～2022 年 7 月 20 日（周三）

➢

改装地点

1楼

门厅/电梯

＊在此期间，游客可以从临时入口处使用电梯到达 3 楼的接待处。
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J3ML2GK
Holiday Inn Express Osaka City Centre - Midosuji
GM Jerome Palacoueur

Important Renovation Notice

Dear Valued Guest,
Thank you for choosing Holiday Inn Express Osaka City Centre - Midosuji as your accommodation
provider during your stay in Osaka. As part of our continued commitment to enhance our property and
service, we are going to renovate the public areas during the following dates.
We apologize for any inconvenience caused by the construction. Holiday Inn Express Osaka City Centre
- Midosuji will continue to strive to be your best hotel in the city and appreciate your continued support
and understanding during this period.

【Construction Duration and Renovation Location】
➢

Construction Duration

Wed, 1st Jun’2022 – Tue, 28th Jun’2022

➢

Renovation Location

3F

Front Desk and Lobby

＊During this period, check-in and check-out services are available at the temporary front desk
on the third floor.
➢

Construction Duration

Sun, 26th Jun’2022 – Sun, 10th Jul’2022

➢

Renovation Location

8F

Coin-operated laundry, ice machine, microwave,
vending machine area and smoking area.

＊During this time, the front desk will be at your service, please press the “Call the front desk”
from your room.
➢

Construction Duration

Fri, 1st Jul’2022 – Wed,20th Jul’2022

➢

Renovation Location

1F

Entrance and Elevator

＊During this period, visitors can use the lift from the temporary entrance to reach the reception
on the 3rd floor.

