
Reservation Terms and Conditions 
予約規約と条件 
 
For this Thanksgiving Event, you may book a table with us through e-mail at 
info@blujamcafejapan.com. We will be holding this exciting event from November 22nd 
to the 25th, with special time slots which are available on any of our social media 
accounts. 
今年行われる「サンクスギビング」イベントの予約はこちらのEメール で予約いただけ

ます！info@blujamcafejapan.com  イベントは11月22日から25日まで行います。予約空

き時間の詳細はSNSでご覧いただけます。 
 
If you already have a reservation with us, thank you so much! We are looking forward to 
serving you! In Blu Jam Cafe, we want to make sure our guests are pleased, satisfied, 
and most importantly, full. We are a family here, and we want everyone to be happy! To 
ensure that, we’d appreciate your cooperation. 
 
予約した方々 本当にありがとうございます、お待ちしております！Blu Jam Cafe では

満足していただきたいだけではなく、満腹感を与えたいと思っています。一人ひとりが

より楽しめますようご協力をしてくれればと思っています。 
 
START TIME and HOLDING TIME 
時間帯 

 
● Please show up to your reservations on time. The two-hour buffet starts at the 

specified time slots, not upon your arrival. 
● 予約時のご来店をお願いします。2時間バフェットは到着時からではなく、予

約時から始まるのでご注意ください。 
 

● If you have not arrived, called, or e-mailed us within 20 minutes of your allotted 
booking, we will make your table available to another party. 

● 予約時の20分前までにご来店しなかった場合、またEメールや電話でお問い合

わせしなかった場合は席を他の組に譲りますのでご注意ください。 
 

 
CHANGES and CANCELLATIONS 
予約の変更・キャンセル 

mailto:info@blujamcafejapan.com


● Please give us at least a 24-hour notice if there are any changes to the number 
of guests in your party. We are anticipating a full house and may not be able to 
accommodate parties that differ from the original reservation. 

● 予約での人数の変更をする場合は24時間前のお知らせをお願いします。混雑

するため人数の変更できない可能性もありますのでご了承ください。 
 

 
● Parties that cancel the day of their specified reservation will still be billed via 

invoice 2000 yen per adult and 1000 per child. 
● 予約日にキャンセルした場合は請求書発行いたしますのでご注意ください。

（大人1名2000円・子供1名1000円） 
 

● No-shows will also be sent an invoice for the same amount. 
● ご来店されなかった方にも同じく請求書を発行せていただきます。 

 
The cancellation fee is used to ensure staffing, offset the losses of food, and to ensure 
we can accommodate as many families as we can during this holiday. 
 
解約料はサンクスギビングイベントで出来るだけ多くのお客様の歓迎できますよう、ま

たスタッフと食品の保障のためにあります。 
 
We thank you for your continued patience and cooperation! 
ご協力ありがとうございます！ 
 
Best, 
Blu Jam Cafe Japan Family 
 



英文 : The restaurant workplace is fast-paced and unpredictable. Even in the face of crazy 
demands, unhappy guests, and food order mistakes, hall staff are expected to stay smiling, 
cool, and collect. It’s hard but there are ways to help you stay calm. 
 
日文 : レストランではいつ何が起こるか分からない環境です。時には注文を間違えたり、お客

さんからの苦情が入るにも関わらず、ホールスタッフは落ち着いたまま 笑顔を保てることが大

切です。 
 
英文 : Only you know what’s going on in your body. That’s where a little something called 
self-care comes. Self-care are activities or practices that help physical, mental and emotional 
health.  
 
日文 : 自分の体調は自分にしかわからない。だからセルフケア！セルフケアで自分に合った活

動でメンタル、感情、それから体調を整えらることができます。 
 
英文 : Look for signs first 

- Emotional changes (feeling sad, afraid, tense, or all of the above) 
- Fatigue restlessness 
- Digestive problems (heartburn, stomach cramps and even ulcers) 
- Difficulty concentrating 

 
日文 : 体の前兆を見逃すな 
ー　感情の変化（落ち込んだ気持ちやイライラになった気持ちなど） 
ー　疲れがとれない状態 
ー　胸焼けや胃けいれん、潰瘍（かいよう）など（の消化器官の不具合） 
ー　集中しずらくなった時 
 
英文 : Minimize stress as a waiter/waitress 
 
日文 : 店員のためのストレスの解消方 
 
英文 : “Treat yo self” - When you are outside of work, have a “mental health day”. Go to the 
beach, read a book, make art, go for a run. Drinking a ton of booze doesn’t count. Ask yourself 
“When was the last time I had a ‘me day’”. 
 
日文 : 「奢り」ー　仕事のない日は、本を読んだり、散歩に行ったり、海に行くなどの活動で

頭を休ませましょう（酒飲は別として）。せっかくの休日を好きに過ごしてみませんか？ 
 
英文 : Getting fresh air - There are countless benefits to sunshine and fresh air. Reduced stress, 
a boost of vitamin D, and better sleep later are just a few. So next time you’re on break, don’t 
stay in the staff room for all of it and try to step outside for a bit. 
 



日文 : 「新鮮な空気を」ー　外で過ごすことによってストレスを減らす上、ぐっすり眠むれる

こともできます。時間のあるときはスタッフルームにいる代わりに外にでてみたらいかがで

しょう。 
 
英文 : Monitor your diet - Whether you’re skipping meals altogether, or reaching for sugar for a 
burst of energy, food affects how you feel and work. Try squeezing in some fruits, veggies and 
water. 
 
日文 : 「食生活にバランスを」ー　仕事中の態度は何を食べるかによりますし、食べるか食べ

ないことにも影響があります。食生活に栄養たっぷりの野菜や果物を加えましょう。 
 
英文 : Limit caffeine - Yeah we know, coffee and energy drinks can be our bestfriends. Be 
warned; too much caffeine can be damaging to your health by increasing blood pressure, 
triggering insomnia, and even making you hear voices 
 
日文 : カフェインの摂取を制限する　―　確かにコーヒーやエネルギードリンクは便利な手助

けになるかもしれないけれども、大量のカフェインは高血圧などの不具合の原因にもなるので

気を付けてください。 
 
英文 : Get enough sleep - Been clubbing every single night? Little sleep is never good. Listen to 
your body. Your friends, parties, and the world can wait. 
 
日文 : 「睡眠をとる」ー　睡眠をとるこも大事なので、夜は遅すぎないように。 
 
英文 : Laugh - laughter limits the release of stress hormones. Having a laugh with your coworker 
not only strengthens your relationship but lets out steam. 
 
日文 : 「笑い」ー　笑うことによって ストレスホルモンが解消されます。同僚とは笑顔で協力

仕合うことによってチームとして一つになれますし、絆が深まります。 


