Wondertable Promise
5 つの感染拡大予防策
5 infection prevention measures

1

「感染防止のための5つのお願い」を
お客様に承諾していただきます
We ask our guests to accept
the "5 requests to prevent infection"

ご入店の際はマスクの着用を
お願いします

37.5℃以上や風邪症状の方は
入店をご遠慮いただきます

Allow us to check your temperature and
health condition. In case of a fever of
37.5°C or higher, or cold symptoms like
cough, please refrain from entry.

Wear a mask when walking inside the
restaurant.

入店時、トイレをご使用の際は
アルコール消毒をお願いします

大声での会話は
ご遠慮いただきます

Sanitize your hands with alcohol before
entering the restaurant and toilet.

Refrain from loud conversations.

飲食中は、コロナ騒動を忘れて
楽しんでください！
Forget about coronavirus and enjoy the
meal.

2

お客様同士の「密」を
避ける対策を講じます
We take measures to avoid
crowding between guests.

他のお客様との間隔を
十分に取ります

ご要望があれば、対面を避ける
テーブルにご案内します

Set adjacent tables apart.

O ff e r l a r g e r t a b l e s t o a v o i d c l o s e
proximity to other guests upon request.

ご要望があればアクリル
パーテーションを用意します
Provide a tabletop acrylic partition upon
request.

3

お客様とスタッフの「密」を
避ける対策を講じます
Staff take measures to avoid close
contact with guests.

4

店舗内の衛生管理を徹底します
Thoroughly manage
restaurant hygiene.

スタッフはマスク又は
フェイスガードを着用します

1min

スタッフは1分以上近い距離で
接するサービスを控えます

Wear masks or faceguards.

Refrain from providing services where
mutual contact lasts longer than 1 minute.

ドアノブ、トイレ等は1時間に
1回消毒します

お客様退店後はテーブル、椅子の
消毒を実施します

Sanitize places guests often touch, like
door knobs and toilets, hourly.

Sanitize tables and chairs after guests
leave.

メニュー表は使い捨て
又は、使用毎に消毒します

Use disposable menu books, or sanitize
every time after use.

5

社員の衛生管理を
徹底します
Thoroughly manage
staff’s hygiene.

出勤時に検温を行い37.5℃
以上の場合は勤務しません

ユニフォームは毎日
クリーニングします

Ensure staff take their own temperature
daily. Staff with a fever of 37.5°C or
higher, or cold symptoms like cough.,
are asked to stay home.

Clean worn uniforms daily.

感染防止のための 5 つのお願い
5 requests to prevent infection

1

検温の実施と健康状態の確認をさせていただき、
37.5℃以上の発熱または咳などの風邪症状が見られる場合は、
入店をご遠慮いただきます。
Allow us to check your temperature and health condition. In case of a fever
of 37.5°C or higher, or cold symptoms like cough, please refrain from entry.

2
3

ご入店の際はマスクの着用をお願いします。
Wear a mask when walking inside the restaurant.

入店時およびトイレをご使用の際は、
指先のアルコール消毒をお願いします。
Sanitize your hands with alcohol before entering the restaurant and toilet.

4

大声での会話はご遠慮いただきます。

5

飲食中は、コロナ騒動を忘れて楽しんでください！

Refrain from loud conversations.

Forget about coronavirus and enjoy the meal.

