
この度はムーンオーシャン宜野湾をご利用いただき誠に有難うございます。

さて、私共では日頃からお客様へ快適で高品質なサービスをご提供することに努めておりますが,

より快適にお過ごしいただく為に下記日時におきまして法定点検に伴う全館停電を行います。

ご滞在中のお客様にはお寛ぎのところ大変ご迷惑をお掛けいたしますが、充分な対策を講じながら作業を

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お願い申し上げます。

■ エレベーター ⇒ 不可

■ 廊下 ⇒ 非常灯

■ アスレチックジム ⇒ 不可

■ セルフランドリー ⇒ 不可

■ 電話・給水 ⇒ 可

■ バスルーム給湯・ポット ⇒ 不可

・停電中はお湯が出ません。早めのご入浴をお勧めします。

■ 照明 ⇒ 非常灯

■ 空調 ⇒ 不可

■ インターネット ⇒ 不可

■ テレビ・冷蔵庫 ⇒ 不可

■ ウォシュレット ⇒ 不可

■ セーフティボックス ⇒ 可

Moon Ocean Ginowan performs periodical inspection and maintenance works on our equipment in order to
provide safety and better service to our customers.  For this reason, we would like to inform you that there will be 
a power outage due to this inspection on the below mentioned date. We wish to apologize in advance for any 
inconvenience that this may cause. We appreciate your understanding and cooperation.
 General Manager

■ Elevator ⇒ Not Serviceable
■ Corridor ⇒ Emergency Lights Available
■ Athletic Gym ⇒ Not Serviceable
■ Self Laundry Machine ⇒ Not Serviceable
■ Telephone / Water Supply ⇒ Serviceable (Except below)
■ Water Heater (Bathroom) / Pot ⇒ Not Serviceable
      *Hot water will not be available during the power outage.
        Early bathing is recommended.
■ Lighting ⇒ Emergency Lights Available
■ Air Conditioning ⇒ Not Serviceable
■ Internet ⇒ Not Serviceable
■ Television / Refrigerator ⇒ Not Serviceable
■ Bidet Function on Toilet ⇒ Not Serviceable
■ Safe Deposit Box ⇒ Serviceable

Thank you very much for your understanding and cooperation at this time.                                                      

※停電時には安全のために照度の明るい非常灯が約40分ほど点灯いたします。
※停電時に非常用発電機が作動致します、お部屋によっては微音が聞こえることがございます。
※お客様ご持参の機器等は故障防止の為、停電前にコンセントから抜いて頂きます様お願い致します。

法定点検に伴う全館停電のお知らせ

支配人

点検日時：　2023年3月23日（木）01:00　a.m.　～　2023年3月23日 (木) 04:00 a.m.

パブリックスペース

ゲストルーム

prevent any damages to your electrical equipment we kindly request that you turn the unit off or disconnect the cord from the outlet. 

Power Interruption Notice due to Mandated Statutory Inspection

Power Interruption Time:  23 March (Thu) 01:00 a.m. to 23 March (Thu) 4:00 a.m.

Public Space

Guest Rooms

NOTE : During the power outage, emergency lights with high illuminance will remain on for approximately 40 minutes. Depending on your room
locations faint sound may be perceived due to our emergency generator being activated and the sprinkler test. Furthermore, to 


