
ママたちのためのリトリート施設
産前産後ケアのプロに頼れるという安心／快適なホテルスタイルの施設

プロ監修のバランスのいい食事／産前から産後までトータルサポート／ママのための多彩なプログラム



産前産後ケアホテルは、出産前後の女性を

細やかにサポートする、癒やしのホテルです。

赤ちゃんの誕生という、このうえない幸せなひとときを、

穏やかな気持ちで過ごせるように。

心と身体をしっかり休め、健やかに回復していただき、

お子様とより良い関係を築けるように、

最高の環境を整えてお手伝いいたします。

ようやく出会えた赤ちゃんと、その直後からどう接していくかが、

子育てには大切です。

親子の未来をより輝かしいものにするために、

新しい家族との暮らしのはじまりを

「産前産後ケアホテル ぶどうの木」ですごしませんか。

ひとりで頑張らなくていい。

　　親子の未来のために、

　　　　細やかな産前産後ケアを。
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R E T R E A T

リトリートの語源は

リトリートメント（retreatment)。

仕事や生活から離れて

自分自身と向き合い、

心と身体をリラックスさせるために

ゆったりとした時間を過ごす、

という意味です。

1

2

2

快適な
ホテルスタイルの施設

3

プロ監修の
バランスのいい食事

4

産前から産後まで
トータルサポート

5

ママのための
多彩なプログラム

1

産前産後ケアの
プロに頼れるという安心

3
プロ監修の

バランスのいい食事
 P.14

産前産後ケアの

プロに頼れるという安心
 P.6

4

 P.18

産前から産後まで

トータルサポート

 P.8

快適な

ホテルスタイルの施設

 P.20

ママのための

多彩なプログラム

ママたちのための
リトリート施設

P
R

E  &  P O S T N A T A L  C A R E  H O T E
L

産前産後ケアホテルぶどうの木は、

         をベースに

55つのポイントから構成されています。

R E T R E AT
リ ト リ ー ト

PO I N T

P O I N T

5
P O I NT

P O I N T

P O I NT

京
都
院
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産前産後ケアのスペシャリストたちが勢ぞろい！ 24時間いつでもママと赤ちゃんをサポートします。

ママの心と身体のお悩みは “助産師” へ、ベビーの健やかな成長を促すケアやサポートは

“ケアスタッフ” へ。ホテル内の生活は “スタイリスト” が、ホテル内と外を繋ぐのは

“コンシェルジュ” がお手伝いします。どのスタッフにもお気軽にお声がけください。

産前産後ケアのプロに頼れるという安心

わたしたちは、ママの心と身体のケアを第一に

考えます。悩んでることは何でもご相談ください。

for  mama 

助産師

わたしたちは、利用者のみなさんのニューボー

ンフォトの予約、骨盤ケア・オイルトリートメン

トの予約、物販の購入手配など快適に過ごせ

るよう、あらゆる要望に対応いたします。

for  everyone

コンシェルジュ

ベビーのことならお任せください。わたしたちは、赤

ちゃんのためのプロフェッショナル・ケアスタッフです。

for  baby

ケアスタッフ

わたしたちは、施設内の整理整頓、ベッドメイキン

グ、食事の配膳など、ママ＆ベビーが快適に過ご

せるために全てを整えます。 

for  mama&baby

スタイリスト

1
PO IN T

看護師として病院勤務（産婦人科等）。京都府立

医科大学付属看護専門学校助産学科卒業。助産師

免許取得。大学付属病院周産母子センター（産科・

NICU・産科救急）勤務。助産院研修の後、2001

年8月から出張専門助産師として中村助産院開

設。妊婦健診、自宅分娩、産後ケア、母乳育児支

援など行う。臨床アロマセラピスト取得し、ケア

に取り入れる。助産学校２校非常勤講師。

中村由美子
Y U MIKO N A K A M U R A

助産師

 公益社団法人京都府助産師所属

 NCPR　Aコース取得　

 周産期医療機構　ALSOJapan

　プロバイダーコース取得

 日本社団法人臨床アロマセラピー

　協会所属　臨床アロマセラピスト取得

 京都橘大学健康科学部卒業

　認定心理士取得

 産後ケア実務助産師研修修了証

滋賀県立総合保健専門学校助産学科卒。総合

病院、市内助産院に勤務。京都市母子保健訪

問指導員としてプレママ・赤ちゃん訪問に従

事。京都市パパママ教室講師。2012年出張専

門助産師として開業。母乳育児支援、助産院・

自宅分娩のアシスタントを行う。小学生、中

学生、高校生の4児の母。

大村孝子
TA K A KO O M U R A

助産師

 公益社団法人京都府助産師会理事

 アドバンス助産師

 NCPR Aコース取得

 産後ケア実務助産師研修修了

看護師12年勤務ののち静岡県立厚生保育専門

学校助産学科卒業。助産師免許取得。総合病

院産婦人科勤務ののち京都に移住。出産を機

に出張専門助産師として開業。京都市母子保

健訪問指導員の傍ら、整体・カイロプラクテ

ィックを学び、骨盤ケアを中心とした産前産

後ケア、母乳育児支援などを行う。

西里千鶴
C HI Z U R U NI S HI Z AT O

助産師・救急救命士

 リフレクソロジスト資格

 日本アロマコーディネーター協会 

 アロマコーディネーター資格

 国際インファントマッサージ協会

 公認インストラクター資格

 NCPR Aコース取得

 産後ケア実務助産師研修修了証

京
都
院
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24時間体制でお子様のケアを行う施設です。衛生管

理上、スタッフ以外は入室できませんが、お母様が

お疲れのときや眠れないとき、エステやマッサージを

ご利用されるときなど、いつでもお預かりします。

お子様の快適さを追求した環境で

隣には授乳用の個室も完備

Baby Room

ベビールーム

2
P O I N T

“暮らすように滞在できる” がコンセプトだったブティックホテルを改装しているので、

ママもベビーも気兼ねなくゆったりと過ごすことができます。客室以外にも、ご家族やご友人とお話できる

談話スペースや24時間体制でベビーのケアを行うベビールーム、ママ同士で交流できるラウンジ、

エステやマッサージのための専用ルームなど産前産後ケアに特化した施設・設備も充実◎ 

さらに、パパや上のお子さまも一緒にご宿泊可能です。ぜひ新しいご家族との時間を大切にお過ごしください。

快適なホテルスタイルのお部屋

京
都
院
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デラックスルーム
（36.00㎡×1室）

スタンダードクイーン
（21.71㎡×2部屋 ／ 20.70㎡×2部屋 ／ 18.00㎡×8部屋）

ジュニアスイート
（41.40㎡ｘ1室 ／ 41.13㎡ｘ1室 ／ 38.03㎡ｘ1室）

スタンダードツイン
（20.70㎡ × 2室）

スタンダードツイン
（20.70㎡ × 2室）

Guest Room

客室

Other Faci l i t ies

その他の施設

ゲストさまが自由にくつ

ろげる空間。同じ時期

にご出産されたお母様

同士の交流の場として

もご活用ください。

ロビー

各種教室や体験プログラ

ムなどを実施するスペー

スで す。「ニューボーンフ

ォト：Aタイプ」の撮影は

こちらで行います。

多目的ルーム

ご家族と一緒のお食事や定

期開催プログラムを実施す

るスペース。ママ同士の交

流、ご家族やお友達との面

会、お仕事をされるパパに

も。空いている時間は自由

にご利用ください。

ダイニングルーム

京
都
院
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LOC ATION

二寧坂

タクシー
8分

徒歩
15分

徒歩
5分+2分

清水寺

京都国立博物館

三十三間堂

蹴上インクライン

南禅寺

P L A N C P L A N B P L A N A

送迎タクシーは、京都駅プラットホー

ムまでのお迎え付きや、大阪などの近

隣都市への送迎、京都市内の観光な

どのご利用も可能です！　ご予約制と

なっておりますので、当ホテルのスタ

ッフまでお問い合わせください。

観光シーズンの京都は
混雑しますので、

送迎タクシーがオススメ！

京阪本線「清水五条駅」より徒歩12分
バス停「馬町」より徒歩1分

公共の交通機関

〒605-0932
京都市東山区妙法院前側町424-2

所在地

当ホテルから「二寧坂」を 15 分ほど登ると
「清水寺」へ着きます。二寧坂は風情ある街
並みを楽しむことができ、数多くの土産物屋
や飲食店が並んでいます♪ 清水寺の「清水
の舞台」で有名な本堂はぜひ実際に見てい
ただきたいスポットです！ 帰り道はバスやタ
クシーを使って数分で帰ってくることができ
ます。

当ホテルから徒歩 5 分ほどで「京都国立博
物館」があります。博物館では京都らしい
展示だけではなく、レトロな洋風建築の外
観や庭園も見所のひとつです！ さらにそこか
ら 2 分ほど歩いていくと、「三十三間堂」に
着きます。仏堂では 1001 体もの千手観音を
保有しており、観音像の迫力に惹きつけられ
ること間違いなしです！

当ホテルからタクシーで 8 分で、「蹴上イン
クライン」という全長 582m の世界最長の
傾斜鉄道跡へ行くことができます。線路沿
いには桜がたくさん植えられており、春には
満開の桜並木の中をお散歩することができ
ちゃいます♪ さらにその近くには石川五右
衛門の『絶景かな、絶景かな』のセリフで
有名な「南禅寺」も。特に南禅寺を代表す
る絶景スポットである「水路閣」は必見です！

周辺施設のご案内

鴨

川

東
大
路
通
り

豊国神社

京都国立博物館

渉成園東本願寺

京都タワー

三十三間堂

清水寺

妙法院

フォーシーズンズ
ホテル

ローソン

西本願寺

京都駅

五 条 大 橋
五 条 通り

七 条 通り

当ホテルが位置するのは古都・京都。

観光名所としても名高い清水寺や三十三間堂も徒歩圏内という

古都の歴史、文化を肌で感じられる落ち着いた環境です。

面会に来られたご家族に京都観光も楽しんでいただけます♪

当ホテル周辺には徒歩で行ける雰囲気のあるカフェや寺院、タクシーで周ることができる観光名所がたくさん！

なかでも妊産婦さんも行きやすい3つのコースをご紹介。

タクシーの手配やその他のお散歩コースのご相談もお気軽にスタッフへお声がけください♪

オススメお散歩コース

気軽に行ける♪

産前産後ケアホテル 
ぶどうの木 京都院

バス停「馬町」

京
都
院
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MORNING

LUNCH

DINNER

MIDDNIGHT SNACK

SNACK

・雑穀パン　

・具沢山オムレツ

・アボカドと大豆のサラダ

・季節の旬野菜

・人参ポタージュ

・季節の果物

MENU

・炊き込みご飯　

・鰆の西京漬け　・蓮根梅酢

・ひじきとお揚げの炊いたん

・茶碗蒸し　葛餡掛け

・白菊芋と季節野菜の焚き合わせ

・浅利のおすまし

MENU

3
PO IN T

・雑穀ご飯

・蒸し鶏の梅おろし

・旬野菜のグリル

・人参の白和え

・南瓜の炊いたん

・青菜のお浸し

・京風味噌汁

MENU

・季節の和菓子

MENU

・米粉クッキー

・ドライフルーツ

　とナッツ

・果物

MENU

・雑穀にぎり

MENU

産前産後の食事ケアを得意とする栄養・調理のエキスパートが監修している

１日３食＋おやつ＋お夜食の１日５食をご用意！ 産前は出産への体力づくりに、

産後は身体の回復や母乳のために、必要な栄養を取り入れた食事をご提供します。

また、食事は保温容器でお渡しいたしますので、

お部屋でご自分のペースで召し上がってください。

プロ監修のバランスのいい食事

ごはんは保温容器に入っています！

ビタミンDや食物繊維など、母子の

健康づくりに大切な栄養素をたっぷり

含んだバランスのいい食事を、

素材の鮮度やおいしさにも

こだわった味わいでご提供します。

お食事の例

※写真は
イメージです

京
都
院
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Day2Day3Day4

Day1

沐浴

16:0016:0016:00

19:0019:00

24:00 24:00 24:00

3:003:00

2:00

沐浴

6:00

沐浴

6:00

沐浴

6:00

9:009:00 9:00

13:00

授乳
13:00

昼食
12:00

昼食
12:00

昼食
12:00

おやつ

15:00

おやつ
15:00

おやつ
15:00

面会終了
／夕食

18:00

面会終了
／夕食

18:00

面会終了
／夕食

18:00

朝食
8:00

朝食
8:00

朝食
8:00

21:0021:0021:00

※授乳時間はお子様のほしがる

タイミングで授乳していただけます。

授乳朝食・昼食・夕食

夜食おやつ

助産師
カウンセリング

14:00

骨盤
パーソナルケア

11:00

よもぎ蒸し
14:00

足湯
10:00

チェックアウト
10:00

チェックイン
11:00

夜食

22:00

夜食
22:00

夜食
22:00

アロマオイル
トリートメント

14:00

よもぎを煎じた蒸気を下半身を
中心に体全体に浴び吸収させま
す。身体の温度が上昇すること
によって内臓が温まり、婦人系
トラブルの改善や便秘解消の効
果が期待できます。

施設に到着されましたら、まず
は助産師とのヒアリングを行いま
す。どんなお悩みがあって、どの
ように施設で過ごされたいかを
助産師とお母さまのマンツーマン
でお話しさせていただきます。

全身もしくはご希望の部位を選んでいただ
いて、アロマを使ったマッサージを行います。

妊娠出産で負担がかかっていた骨盤。その
骨盤を中心にソフトなタッチで身体全体を
施術します。

女性の心と身体に深く寄り
添ってきた助産師が、あなた
が抱える悩みの本質を掴み、
解決の手助けをいたします。

宿泊を終えたあとは…
心と身体の重点的なケアによって、
ご帰宅されてからの育児がより楽しめるように！

ご自身のお気持ちの変化や身体の変化によって、
これからの育児への不安が軽くなる！

出産や育児は誰しもが初めてがあり、正解も不正解もないものです。
そして、思い描いたように進まないことがほとんどです！
自分にとって我が子にとって、納得できる結論はなんだろう？
そんな結論を選ぶための選択肢をぶどうの木では
たくさんご用意しております。ご宿泊後のママたちの
育児が、どうか笑顔の多いものになりますように！

出産直後で湯船に浸かれな
いお身体をやさしく温めます。
冷え解消にも！

スタッフが気持ちのいい沐浴をお届け。ご
希望があれば一緒に行います。※初日の
沐浴ははお昼かその日中になります

タイムスケジュール
~3泊4日の過ごし方の例~

ホテルに着いたらどうするの？　そのあとは？　

そんなお悩みをタイムスケジュールを

シミュレーションして解消しましょう！

※このタイムスケジュールは一例です

京
都
院

夜食はご自由にどうぞ
ダイニングにお夜食を置いております。
お好きな分だけお部屋に持ち帰ってい
ただいて召し上がってください。
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授乳時間の管理、体重・体温

管理 、ミルク量の調節・管理、

排泄の量・状態・回数の管理、

沐浴、おむつ交換、粉ミルク

調乳、哺乳瓶による授乳、哺

乳瓶・搾乳機の消毒、など

お子様のケア

ケアルームで実践しながら沐浴

のノウハウをお伝えします。パ

ートナーの方にも学んでいただ

けるよう、お時間も調整します

ので、ご相談ください。

沐 浴サポート

出産直後で湯船に浸か

れないお身体をやさし

く温めます。冷えを解

消し、ゆっくりリラッ

クスしてください。

足湯

産後のバストの張りや痛み、母乳

が出なかったり多すぎたりといっ

たトラブルなどに応じたケアや指

導。体調回復のためのセルフケア

のアドバイスなどお伝えします。

産後の
身体ケアサポート

施設の助産師やスタッフによ

る教室やプログラムを自由に

選んで参加いただけます。月

齢の近いママと赤ちゃんとの

交流もお楽しみください。

各種体験プログラム

授乳はお一人おひとりによって最

適な方法が違うもの。助産師が一

対一でサポートします。正しい授

乳姿勢や母乳量、げっぷの出し方、

授乳クッションの使い方や授乳の

間隔、哺乳瓶による授乳や粉ミル

クの補充など、丁寧にお伝えします。

授乳サポート

4P
O

IN
T

お母様ご自身やお子様のこと、

授乳や育児のことなど、お悩み

があれば、なんでもご相談くだ

さい。ちょっとした心配ごとで

も気軽にお話くださいね。

助産師相談

当ホテルでは産後だけではなく、産前からの受け入れも行っております。

妊娠による体調不良、おひとりでの家事が困難な場合や

お仕事などの理由によって付き添うことが難しいパパのためなど

どの妊娠中の方もどうぞゆっくりとお休みください。

また、産前産後その時々に合わせたケアやサポート、体験プログラムもご用意しておりますので

ご希望の方はHPの体験プログラムカレンダーをご覧ください。

産前から産後までトータルサポート

京
都
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料理教室

忙しくてもママがまず栄養を！ 大地や

海からの恵みをママ自身に、そして赤ち

ゃんに贈りましょう。毎日の生活に寄り

添い、心と身体が元氣になれる料理教室。

6 5

ヒプノバースお話会

ポジティブで優しいお産と子育てを実現

するヒプノバース。潜在意識ワークで心

のデトックスを体験しましょう。

4

パパ育児教室

男性だって主体的に子育て出来る！ ス

キルを学んで産後のママを一番近くでサ

ポート出来るパパになりましょう。

授乳＆育児教室
産前から授乳や育児の準備と、実際に

ご自身の赤ちゃんと楽しい授乳ができる

コツなどをお伝えいたします。

3 2

産後の身体教室
産後の身体。どう過ごすと負担が少なく

楽に過ごせるか！ おススメとポイントを

助産師がお伝えします。

1

マタニティ教室
おなかの赤ちゃんの成長を感じながら、

心地よい妊娠生活そして楽しいお産にな

るよう産前からサポートをいたします。

骨盤パーソナルケア
妊娠出産で負担がかかっていた骨盤。

その骨盤を中心にソフトなタッチで身

体全体を施術します。授乳、育児のし

やすいスッキリとした身体に整えます。

3 2

おっぱいケア
母乳育児が楽しく続けられるよう、お

一人おひとりに寄り添ったアドバイス

と痛くないおっぱいケアを行います。

1

助産師カウンセリング
女性の心と身体に深く寄り添ってきた

助産師が、あなたが抱える悩みの本質

を掴み、解決の手助けをいたします。

マミーズサロン

ママとスタッフの交流サロン。気持ち

を話したり聴いたりすることで、心が

すっきり軽くなります。

6 5

だっことおんぶの
教室

毎日のだっこが楽に♪ 抱っこ紐の使い

方だけじゃない、だっこが楽しくなる

コツをお伝えします。

4

ベビーマッサージ
体験教室

幸せなコミュニケーション。ママのタ

ッチで伝える沢山の愛と優しさが、赤

ちゃんの心と身体を健やかにします。

骨盤ケアレッスン
日々の育児生活で使える！ 骨盤を整え

る姿勢や動き方支え方。隙間時間でで

きる骨盤のケアをお伝えします。

3 2

産後ヨガ
産後すぐの方に無理のないやさしいヨ

ガ。つらい肩や腰、お産後の身体のセ

ルフケアにもなるヨガです。

1

マタニティヨガ
身体をほぐし、呼吸法やゆったりめの

ポーズをとっていきます。お腹の赤ち

ゃんと会話するように心もリラックス。

助産師によるケア
オプショナルプラン　※有料ニューボーンフォト、マタニティーフォト、授乳フォト

50,000円~
マミーズアロマオイルトリートメント

12,000円

ボディ(希望の部位)
 60分

16,000円

ボディ(全身) 
80分

どちらか受けたら
＋オプショナル　 10,000円

フェイシャル 40分

生まれたばかりのその姿を記録する、それがニュ

ーボーンフォト。“生まれてきてくれてありがと

う “というママやパパの愛情がいっぱい詰まった

思い出の写真です。産前産後ケアホテル ぶどう

の木 京都院では授乳フォトなどご希望の撮影を

行うために2名のカメラマンと契約をしており、 

スタジオは “ぶどうの木 京都院の多目的ルーム ”

などぶどうの木 京都院内のお好きなところで撮

影が可能です。無理なポージングは一切しません

ので、 安心してお任せください♪

施設宿泊中の方へのオプショナルプラン

定期開催プログラム
グループレッスン

産前産後その時々に合わせたケアやサポート、体験プログラムをご用意しております。

産前産後のマッサージや骨盤のケア、ベビーへの愛着形成や規則正しい生活を促すレッスンなど

初めての育児も楽しみながら臨める多彩なメニューです。

ママのための多彩なプログラム

5
PO IN T

助産師による各種教室

※助産師による各種教室、定期開催プログラムの日程はHPのカレンダーをご覧ください。時勢的事情により開催を控えているプログラムもございます。

京
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どんな利用者を対象とされていますか。

出産を迎えられるすべての女性を対象としています。

なかでも、初産で不安な方、年齢を重ねられた方、頼れるご家族が

身近にいらっしゃらない方、これまでのご出産で苦労された方、

授乳や育児が心配な方、上のお子様に手がかかる方などからの需要が高いです。

A

施設の見学会や説明会、
事前のカウンセリング
などはありますか。

いずれも個別で対応しています。
まずはお電話や問い合わせフォームなどから

ご連絡ください。

A

年齢分布（利用者）

26歳〜30歳

27%

31歳〜35歳

42%

36歳〜40歳

24%

41歳〜

7%

Q1

面会時間は決まっていますか。

原則として 13時から
18時までです。
それ以外のお時間を希望される場合は

事前にご相談ください。ご面会の方は、授乳時間

や睡眠のタイミング、お母様の疲労もありますので

ご配慮いただき、面会をお控えください。

A

Q5

日帰り利用はできますか。

日帰り利用は

リピーターの方へのプランです。 

A

Q4
子どもを預けての
外出はできますか。

ご相談の上、可能です。
産後の施設のため、お身体を

充分やすめることをおすすめしています。

A

Q6

Q2

妊娠がわかって母子手帳をお持ちに
なってからご出産後4ヶ月未満まで可能です。
必ず母子手帳をお持ちください。個別の事情がある場合は、

随時ご相談ください。また、託児サービスはございません。

A産前はいつから、
産後はいつまで利用可能ですか。
宿泊日数は決まっていますか。

Q7
Q &A

「産前産後ケアホテル ぶどうの木 京都院」

に対して、よくお問い合わせいただく

ご質問と回答をまとめました。

15%

産前

産前の予約と産後の予約割合

85%

産後

産前予約の宿泊日数

12%

12%

6%

6%

6%

24%

17%

17%

1泊〜2泊

3泊〜5泊

6泊〜10泊

26泊〜30泊

31泊〜35泊

11泊〜15泊

16泊〜20泊

2 1泊〜25泊

産後予約の宿泊日数

4%

4%

2%

1%

1%

74%

14%

1泊〜2泊

3泊〜5泊

6泊〜10泊

26泊〜30泊

31泊〜35泊

11泊〜15泊

2 1泊〜25泊

宿泊利用できない期間はありますか。

年末年始も含め、365日対応しています。A

Q3
※年末年始12/30〜1/3、お盆休み8/13〜8/16（土日に重なる場

合は前後する可能性有）、ゴールデンウィーク5/3〜5/5は、3泊

以内は1泊につき2万円の追加料金、4泊以上の長期滞在は1泊につ

き1万円の追加料金となります。詳しくはお問い合わせください。

京
都
院

※産前産後ケアホテル ぶどうの木 京都院の 2022年度のデータ

京都在住でなくても利用できますか。
京都、滋賀、大阪、兵庫を含む関西を中心に、

全国の幅広いエリアから
出産前後の女性に利用されています。

A

Q9

上の子や夫など家族の宿泊も可能ですか。
トイレやシャワー付きの完全個室なので、

ご家族の滞在も可能です。
A

Q10

夫や家族への
育児指導も可能ですか。

抱っこや沐浴の指導など、

ご要望により対応いたします。

A

Q11

ママ友ができるか不安です。
利用されているほかのママとの
交流はできますか。

三密に気をつけながら共同で行う講座や、

ゆったりとしたスペースで語らえるラウンジ
などを用意していますので、大丈夫です。

A

Q12

育児ストレスや産後うつに
悩まされそうで心配です。

カウンセリングを重視し、メンタル
面でも細やかにサポートします。

A

Q13

エリア別予約割合

その他の関東圏

1%

中部・東北・北海道

3%

九州・四国

3%

大阪

41%

京都

31%

東京

8%

その他の関西圏

13%

食物アレルギーがあるのですが、
対応してもらえますか。

もちろん対応いたします。
ご利用前にご相談ください。

A

Q8

※アレルギー8品目まで対応。ご家族は対応なしとなります。
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料金&各種オプション

ROOM  & OP TION

 日帰りプラン

18,000円

リピーターの方専用プラン。ちょっとした息抜きにおすすめのプランです。 

ランチ＋ディナー 10〜19時まで、授乳サポート、赤ちゃんお預かり、沐浴指導付き

日帰りプラン

 ご家族のステイ

（お子さまは添い寝に限ります）

宿泊無料、食事提供はありません

 長期ご利用割引

13泊以上ご予約の方＋ 1泊無料 （14泊目が無料となります）

20泊以上ご予約の方＋ 2泊無料 （21〜22泊目が無料となります）

27泊以上ご予約の方＋ 3泊無料 （28〜30泊目が無料となります）

1泊２日より、お好きな日数でご宿泊いただけます。２週間以上のご利用をおすすめしております。

 宿泊プラン

スタンダードツイン
20.70㎡ｘ2部屋

1泊  45,000円

スタンダードクイーン
21.71㎡×2部屋 ／ 20.70㎡×2部屋 ／ 18.00㎡×8部屋

1泊  45,000円

ジュニアスイート
41.40㎡ｘ1室 ／ 41.13㎡ｘ1室 ／ 38.03㎡ｘ1室

1泊  55,000円

デラックスルーム
36.00㎡×1室

1泊  50,000円

 産前プラン

つわりの辛い方、自宅安静を必要とする方におすすめ

マタニティヨガ、足湯は無料

産前の骨盤ケアはオプション

ゆっくり休んでいただいて、お産に向けた心と身体のサポート、

カウンセリング、栄養のあるものを食べていただく、

先輩ママとお話しができる。お産や育児の不安を解消します。

通常料金の 30% Off

ジュニアスイート
デラックスルーム

バスタブあり

その他の部屋

シャワーのみ

※別途宿泊税かかります。※年末年始 12/30 〜 1/3、お盆休み 8/13 〜 8/16
（土日に重なる場合は前後する可能性有）、ゴールデンウィーク5/3〜 5/5 は、
3 泊以内は 1 泊につき 2 万円の追加料金、4 泊以上の長期滞在は 1 泊につ
き 1 万円の追加料金となります。詳しくはお問い合わせください。

 新生児 ベビー服（肌着含む）、紙おむつ、布おむつ、おしりふき、おむつ専用ゴミ箱、
  ベビーコット、爪切り、ベビー用綿棒、哺乳瓶、乳首、
  粉ミルク（E 赤ちゃん、ほほえみ）、体重計、おくるみ、抱っこ紐

 母親 ルームウエア（授乳服）、館内スリッパ、お産パット、母乳パット、

  産褥クッション、授乳クッション、搾乳機、体重計、湯たんぽ

 お部屋 テレビ、エアコン、無料 Wifi、電気ケトル、ドライヤー、加湿器、金庫、
  避難防災グッズ、バスタオル、フェイスタオル、アメニティ（シャンプー、
  コンディショナー、ボディソープ、歯ブラシ、ヘアブラシ、カミソリ、綿棒、コットン）

貸出・取揃えている物

  24 時間対応のベビールーム

助産師や専門スタッフが常駐・新生児の
お世話全般・沐浴・身体測定・粉ミルク授乳など

 受けられるケア・サービス

お母さん & ベビーのケア・お母さんのお食事 
（朝、昼、夕、おやつ、夜食）・授乳サポート・
沐浴指導・抱っこ指導　

宿泊料に含まれるサービス

必ず母子手帳をお持ちください。

京
都
院
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5産前のご連絡

出産予定日1ヶ月前後より、事前にご登録

いただいているLINEに連絡させていただきます。

出産までの健診の様子、体調の確認1

出産の方々や、日程などの確認2

宿泊に関するご相談やご家族の宿泊の確認3

多胎児利用 1 泊 2 日 ¥8,000

ママレイトステイ（昼食・おやつ）
最長
17 :00
まで

¥8,000

多胎児レイトステイ ¥2,500

※全て税込

オプション 料 金

オプショナルサービス 金額

宿泊料金のご案内

基 本 料 金 ＊チェックイン 11:00〜　＊チェックアウト 10:00

※全て税込

スタンダードクイーン 
21.71 ㎡× 2 部屋 ／ 20.70 ㎡× 2 部屋 ／ 18.00 ㎡× 8 部屋

2 〜 3 人 ￥45,000-   /  1 泊 2 日

スタンダードツイン
20.70 ㎡× 2 部屋

2 〜 3 人 ￥45,000-   /  1 泊 2 日

デラックスルーム 
36.00 ㎡× 1 室

2 〜 3 /4 人 ￥50,000-   /  1 泊 2 日

ジュニアスイート
41.40 ㎡ｘ 1 室 ／ 41.13 ㎡ｘ 1 室 ／ 38.03 ㎡ｘ 1 室

2 〜 3 /4 人 ￥55,000-   /  1 泊 2 日

居室タイプ 対応人数 金額

7

6

1お申込みの流れ

チェックイン当日

ご予約日当日、当ホテルへのお越しをお待ちしております。

チェックインは11時以降です。

時間が遅れてしまう場合はご連絡をお願いします。

2
お申込み後キャンセルをされる場合

利用予定日より 14 日以前のキャンセル
予約金全額　返金

※お客様ご指定の口座へ返金いたします。

利用予定日より１〜 14日前のキャンセル
または連絡なしのキャンセル

仮予約金の１００％

事前確認でお申込みの宿泊日数より
宿泊日数が短くなる場合

宿泊料金の１０％×取り消し日数
例：スタンダードクイーン （45,000 円 / 泊）を 13 泊から10 泊に変更の場合

→【45,000 円の 10％× 3 泊＝ 13,500 円税込】

キャンセルポリシー キャンセル料

※別途、ご返金の際の振込手数料はお客様負担となり、差し引いてお振込みをさせていただきます。ご了承ください。

R E SERVA会員登録と L I N E登録

予約システムRESERVAの会員登録と、

LINE公式アカウントのお友だち登録をお願いします。

ぶどうの木 京都院では、内線電話の代わりに

LINEを使用しております。事前に登録していただく事で

問い合わせ等を簡単にしていただくことができます。

ぶどうの木 京都院 
お部屋用

LINE QR コード

ご出産の日時（お誕生日）1

入所される日時2

当日のチェックイン時間3

滞在期間、宿泊数の確認4

※昼食を取られる場合は11:30までにお越しください。
お取置きは2時間まで可能です。

利用仮予約お申し込み

予約システムRESERVAで会員登録した後、

宿泊予約をお取り下さい。

出産、退院後にそのままご宿泊の方は、

出産予定日を宿泊の初日に設定して下さい。産後の

ご予約の方は、ご希望の日で宿泊予約をして下さい。

※出産日が前後しても、お部屋は確保＆調整いたします。
大きくずれ込んだ場合はお部屋のグレードや利用日の

変更をお願いすることがございます。
仮予約申込み受付メールが、自動で送信されます。

4 宿泊代振込み

宿泊代請求書をメールでお送りします。

記載事項をご確認の上、宿泊代をお振込みください。

振り込まれましたら、ご登録いただいたLINEにて

「振込完了」をメッセージにてお送りください。
※ご予約名と振込名は、同一でお願いいたします。

予約 確 定

3予約承認 ＆ 仮予約金決済

こちらで受付内容を確認後、予約を承認いたしますと

予約承認確認メールが自動で送られます。

その後、仮予約金（3万円）決済の請求メールをお送りします。

仮予約金の決済により仮予約が

完了になりますのでご注意ください。

仮予約完了

出産のご連絡

ご出産後、以下の情報を

LINEのメッセージにてお送りください。

京
都
院
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プランのご説明や施設のご案内を、予約制で実施しています。日時はご都合に応じて調整いたします。

注意事項をご確認のうえ、ぜひお申し込みください。

プライバシーポリシー（個人情報の取り扱いについて）

　当院は信頼される産前産後ケア提供に向けて、利用者の皆様に良いケアを受
けていただけるよう日々努力を重ねております。「利用者の個人情報」につき
ましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そ
のために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

1. 個人情報の収集について
　当院が利用者の個人情報を収集する場合、産前産後ケア提供にかかわる範囲
で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじ
めお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を
必要とする場合も同様にいたします。

2. 個人情報の利用目的と範囲
・産前産後ケアサービスのために利用するほか、市町村産前ケア担当及び市町
村産後ケア担当部署、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・保健、介護・
福祉施設・育児支援施設との連携のために個人情報を利用することがあります。
・研究・学会発表や出版物等において十分な匿名化を図ったうえで症例報告等
を行うことがあります。
・研修・養成の目的で、医療専門職の学生、他の医療機関の専門職等が、利用
者情報の利用及ケアなどに同席することがあります。
　当院は、利用者の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の
利用目的の範囲を越えて使用いたしません。
　◎利用者の了解を得た場合
　◎個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合

3. 産前産後ケア情報の提供・開示
　当院は、法令の定める場合等を除き、利用者の許可なく、その情報を第三者

に提供いたしません。ご自身の産前産後ケア記録の閲覧や謄写をご希望の場合
は、担当者まで開示をお申し出ください。ただし、開示・謄写に必要な実費を
いただく場合がございますのでご了承ください。

4. 個人情報の適正管理について
　当院は、利用者の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、利用者の
個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は利用者の個人情報への不正なアク
セスを防止することに努めます。

5. 個人情報の確認・修正等について
　当院は、利用者の個人情報について利用者が開示を求められた場合には、遅
滞なく内容を確認し、当院の「利用者情報の提供等に関する指針」に従って対
応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、
調査し適切に対応いたいます。

6. 問い合わせの窓口
　当院の個人情報保護方針に関してのご質問や利用者の個人情報のお問い合わ
せは下記の窓口でお受けいたします。
産前産後ケアホテル ぶどうの木 京都院
〒605-0932　京都市東山区妙法院前側町424番2
075-744-6939（平日 9:00〜18:00）

7. 法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
　当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとと
もに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改
善を図ります。

ご予約・お問い合わせは、お電話とウェブお問い合わせフォームから承っております。

075-744-6939
（平日 9:00〜18:00）

https://ppch-j.com/contact/

お問い合わせ

施設見学 利 用 規 約

来院での施設見学希望の方

・個別予約制です。　
・必ず「母子健康手帳」をお持ちください。　
・お時間を変更されたい場合や、遅れられる場合は、必ずご連絡ください。
・施設見学のご同行は、パートナーまたは親御様の1名のみに限らせていただきます。
・発熱や風邪、感染症の疑いがある場合は、見学をお断りいたします。　
・施設内の撮影は禁止いたします。

予約時間になりましたら、当院受付までお越しください

プランのご説明 約30分

施設のご案内 約20分

オンライン(Google Meet)での見学希望の方

開始時刻になりましたら、
当院からお送りした予約完了メールに記載の

ミーティングURLをクリック（タップ）してください

プランのご説明 約30分

産前産後ケアホテル　ぶどうの木　京都院

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には利用約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。

この規則をお守りいただけないときは、利用約款第７条により利用契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合があります。

075-744-6939
（平日 9:00〜18:00）

お電話でのご予約 Webでのご予約

LINEから
見学予約

■ベビールーム利用について
当施設がベビールームでのお預かりするのは、生後1〜4 ヶ月未満までの乳児です。必要に応じお預か
りするサービスで、当施設からの外出時の乳児及びきょうだいの保育・託児サービスではありません。

■保健衛生上お守りいただきたい事項
１. 当施設内に利用者以外の方が入館される場合は、検温や消毒をお願いしております。インター

ホンからお部屋番号を押していただき、直接お部屋にお入りいただいても構いません。
２. 利用者は入館時に利用者全員の検温及び体調チェックシートへの記入をしていただきます。発熱、

または風邪の諸症状や感染症の疑いがある場合には、原則としてご利用をお断りいたします。
３. 当施設では、定期的に館内諸施設の殺菌消毒を実施いたしますのでご了承ください。実施日時

等については、事前にお知らせいたします。。
４. お持込みの飲食物は、利用者本人の責任の下で管理してください。ただし、当施設の判断によ

りお持込みいただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。当施設は管理に
関しては一切その責任を負いません。

■保安上お守りいただきたい事項
１. 当施設に以下のものをお持込みにならないでください。  

①犬、猫、小鳥その他の愛玩動物   
②悪臭、異臭を発生するもの  
③火薬や揮発油等発火または引火の危険性があるもの  
④高額の現金及び貴金属類  
⑤アルコール入り飲料  
⑥その他法令で所持を禁じられているもの

２. 当施設内は全館、禁酒禁煙です。万が一、発見・発覚した場合には、即刻没収すると共に、退
所いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

３. 居室から出られるときは貴重品は利用者において管理をお願いします。スタッフが掃除、ケア
サービスのために訪室する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

４. 不審者や不審物を発見した場合は、至急スタッフまでご連絡ください。
５. 子どものみでのロビー、ラウンジなど共用部への立ち入りはご遠慮ください。

■火災予防上お守りいただきたい事項
１. 当施設内での火気の使用は厳禁です。施設内はすべて禁煙となります。
２. 館内備え付けの機器以外の高温高圧を発生する器具はご使用にならないでください。
３. 消防用設備等には非常の場合以外はお手を触れないでください。

■お止めいただきたい行為
１. 当施設内で、賭博または風紀を乱すような行為はしないでください。
２. 当施設内で、他の利用者に迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為はしないでくだ

さい。 
３. 当施設の許可なしに、居室を本来の目的以外に使用しないでください。
４. 外出する場合や、出前を取る場合は、事前に当施設スタッフに必ずお声がけください。
５. 許可なしに、当施設内の諸設備、諸物品を他の場所へ移動させる、または本来の使用目的以外

の使用など、現状を変更するようなことはしないでください。
６. 居室に訪問者の予定がある場合は、当施設スタッフまでお知らせください。
７. 広告宣伝物の配布、掲示、または物品の販売勧誘等はしないでください。

■服薬について
利用者本人、乳児、ご家族が、当施設利用中に服薬が必要な場合は、利用者本人が管理し、服薬を
行ってください。 

■強制退去
当施設内にて管理上支障があると認められる言動をとった場合には、当施設長あるいは副施設長の
判断により、当施設からの退去を求めることがあります。また、当施設での対応が困難であると判
断した場合には、警察あるいは適切な行政機関に通報します。

■緊急時の対応
１. 当施設には、24時間体制でスタッフが常駐していますので、何かありましたら、当施設スタッ

フにご連絡ください。
２. 火災等の際の避難経路図は、各居室入口ドアの裏側に掲示してありますので、ご確認ください。

また、火災等が発生した場合は、当施設スタッフの指示に従ってください。
３. 当施設は、洛和会音羽病院と提携しています。また、状況に応じて、相応しい医療機関を紹介

します。なお、受診にかかる医療費、交通費等は別途ご負担いただきます。
４. 緊急の場合は、ご記入いただいた緊急連絡先に連絡いたします。
５. 心身の状態が急変した場合は、当施設にて救急車を呼ぶとともに、前項の連絡先に連絡いたし

ます。
６. 緊急時に外出なさる場合でも、乳児及びきょうだいのみをお預かりすることはできませんので

ご了承ください。但し、当施設が相当の理由があると判断した場合に限り、これに寄らないも
のとします。

■貴重品、お預かり品について
現金、貴金属等の貴重品、利用者の所有する物品については、一切お預かりいたしませんのでご了
承ください。利用者本人の責任の下、管理くださいますようお願いします。
お忘れ物等につきましては、特にご指定のない限り、発見日を含め7日間、当施設にて保管し、その
後最寄りの警察署に届けるか、当施設にて処分いたしますのでご了承ください。但し、飲食物や雑
誌などの場合は即日処分とさせていただきます。

■当施設利用時間について
宿泊…入所日の11時00分退所日の10時00分
宿泊…入所日の11時00分〜退所日の10時00分
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウト後も客室の使用に応じることが
あります。この場合には、次に掲げる追加料金（オプショナルレイトステイ料金）を申し受けます。
17時まで利用は、利用者様8,000円、ご家族無料
17時以降滞在は、宿泊1泊利用料金

■食事について
１. 下記の食事時間にお部屋に配膳いたします。  

朝食 8時30分頃〜  
昼食 12時30分頃〜  
軽食 昼食と一緒に配膳  
タ食 17時30分頃〜  
夜食 ダイニングカウンターにご用意しております。ご自由にお持ち帰り下さい。

２. 医師の診断を受けており、利用者本人に食物アレルギーがあり食品の除去が必要な場合、卵、
牛乳、そば、小麦、落花生、えび、かにの7品目の単品除去のみご相談に応じます。除去を希望
の場合は、利用開始日 (土日祝日を除く) の１週間前までに申し出てください。完全除去には応
じられません。

３. 食事内容や数量の変更には応じられないことがあります。変更は、３日前までにスタッフへお
申し出ください。

■ラウンジの利用について
8時〜20時までの利用とさせていただきます。お食事やご歓談にご利用いただけます。
但し、乳児のお預かりなどでご利用を制限させて頂く場合がございますが、助産師への相談や授乳
のための利用はこの限りではありません。

■面会について
１. ご宿泊以外のご家族、ご友人などの面会について、事前に予定を施設スタッフへお知らせくだ

さい。
２. 面会時間は13時〜18時の間にお願いします。
３. 産後の体調回復、乳児の夜の授乳の為、面会時間はできる限りお守りください。但し、当施設

が相当の理由があると判断した場合に限り、これに寄らないものとします。

■外出について
１. ご宿泊の方にはカードキーで正面玄関・お部屋への出入りをしていただきますので、外出はご

自由にしていただけますが、外出シートにご記入いただき当施設スタッフへお申し出ください。
２. 外出より戻られましたら、ロビーにて当施設スタッフへお知らせください。
３. 夜間の外出は20時まででお願いいたします。但し、当施設が相当の理由があると判断した場合

に限り、これに寄らないものとします

■お支払いについて
１. 利用仮予約は申込時に予約申込金30,000円を予約システムのクレジットカード決済にてお支払

いいただくと仮予約申込完了となります。
２. チェックイン時に利用期間宿泊料金を全額クレジットカード決済にてお支払いください。
３. 施設内でのお買い物はキャッシュレス決済、クレジットカード決済でお支払いください。
４. オプショナルメニュー等の追加利用料金はチェックアウト時にクレジットカード決済で精算を

お願いします。
５. 利用料金支払いの際に、利用明細書と領収書を発行いたします。なお、領収書の再発行はでき

ませんので、大切に保管してください。

■お申込み後キャンセルをされる場合

■宿泊税について
条例の施行に伴い、当ホテルにおきましてもご宿泊料金に応じた宿泊税を別途、ご負担いただきます。

■その他
１. 建造物、家具、備品その他の物品を破損、汚損、紛失された場合は相当額を弁償していただく

ことがあります。
２. ご自身の居室及び共用部、スタッフが許可した場所以外への立ち入りはご遠慮ください。
３. ケアサービスの都合上、ご利用中にお部屋を変更する場合がありますので、あらかじめご了承

ください。 
４. 設備施設の衛生管理及び安全管理保守のため、清掃、点検・補修等を行います。作業の都合上、

設備や居室の一部がご利用いただけない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
５. 突発的な事故(空調・水回りの故障等)で、居室の提供に支障が出た場合は、当日であっても利用

をお断りする場合があります。

利用予定日より 14 日以前のキャンセル 予約金全額　返金  
※お客様ご指定の口座へ返金いたします。

利用予定日より１〜 14日前のキャンセル
または連絡なしのキャンセル

仮予約金の１００％

事前確認でお申込みの宿泊日数より
宿泊日数が短くなる場合

宿泊料金の１０％×取り消し日数
例：スタンダードクイーン （45,000 円 / 泊）を

13 泊から 10 泊に変更の場合
→【45,000 円の 10％× 3 泊＝ 13,500 円税込】

キャンセルポリシー キャンセル料

※別途、ご返金の際の振込手数料はお客様負担となり、
　差し引いてお振込みをさせていただきます。ご了承ください。

2 万円未満 200 円

2 万円以上 5 万円未満 500 円

5 万円以上 1,000 円

宿泊料金（お 1 人様ご 1 泊） 宿泊税

※宿泊税はお1人様ご1泊の宿泊料金に対する税金です。
※税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
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宿 泊 約 款

（目的）
第１条
本約款は、当施設において原則として母子手帳を保有する産後満４か月までの母（以下「利用
者」）とその乳児に対しケア等のサービスを提供し、一方利用者が当施設に対して当該サービス
に対する料金を支払うことについて取り決めることを目的とします。

（適用範囲）
第２条
１. 当施設が利用者との間で締結する利用規約は、本約款の定めるところによるものとし、本

約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
２. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた際は、前項の規定にかかわらず、そ

の特約が優先するものとします。

（利用規則等の遵守）
第３条
利用者は、当施設内において当施設が定めた館内の規則、その他の利用ルールに従っていただ
きます。

（利用予約の確定）
第４条
１. 当施設の利用予約の確定は、当施設が当施設の利用を希望する者からの利用仮予約申し込

みを承諾するとともに第５条１項の１回目の料金の支払いを当施設が確認し、 かつ出産後
２日以内に出産の連絡を受けた後、当事者双方が合意したときに成立するものとします。

２. 利用仮予約申し込み時点で出産を終えている利用者の場合は、パンフレットによる説明を
確認し承諾した上で利用仮予約申し込みを行うものとします。 その後、当施設が当該利用
仮予約申し込みを承諾するとともに第５条１項の１回目の料金の支払いを当施設が確認し、 
かつ当事者双方が合意したときに成立するものとします。

（料金の支払い）
第５条
利用者が支払うべき利用料金は別紙にて定めた料金とします。利用仮予約申し込み者は、利用
料金を以下の通り当施設に支払うものとします。
１回目：当施設が仮利用申し込みを承諾した後、仮予約金30,000円をクレジット決済により支
払う。
２回目：チェックイン時に宿泊全日分の利用料金から仮予約金30,000円を差し引いた額をクレ
ジット決済により支払う。
３回目：延泊利用料金及びオプショナルメニュー等の追加料金については、チェックアウト時
にクレジット決済により支払う。

（利用契約締結の拒否）
第６条
１. 当施設は、次に掲げる場合においては利用契約を締結いたしません。
　  (1) 当施設の利用予定者または乳児に発熱や風邪の諸症状、その他感染症が疑われる症状が

ある場合、またはこれらの症状がチェックイン前２週間以内にあった場合。
　  (2) 当施設の利用予定者または乳児がチェックイン前２週間以内に海外渡航歴がある場合、

またはチェックイン前２週間以内に海外渡航歴がある方と接触がある場合。
　  (3) 当施設の利用予定者が、暴力団員または暴力団等の関係団体その他反社会的勢力の関係

者である場合。
２. 当施設は、次に掲げる場合においては利用契約の締結に応じないことがあります。
　  (1) 利用の申し込みが本約款によらない場合。
　  (2) 当施設が満室の場合。
　  (3) 利用予定者が、利用に関し法令の規定や公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為を

するおそれがあると認められる場合。
　  (4) 利用予定者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動を行う恐れがあると認められる場

合。
　  (5) 利用予定者が、当施設または当施設スタッフに対し不当要求行為を行った場合、または

利用に関して合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
　  (6) 天災地変、施設の故障、その他やむを得ない事由により当施設の利用が不可能な場合。
　  (7) 利用予定者が本約款、当施設の利用規則、ルール、指示事項等に従わず、当施設の利用

を継続いただくことが不適当と当施設が判断した場合。
３. 利用予定者に疾病、疾患がある場合、当施設は医師の許可を得ている場合にのみ利用を認

めます。

（利用者の契約解除権）
第７条
１. 当施設は、次に掲げる場合においては利用契約を解除することができます。
　  (1) 利用者が利用に関し法令の規定や公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為をするお

それがあると認められる場合、または同行為が認められる場合。
　  (2) 利用者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動を行うおそれがあると認められる場合、

または同行為が認められる場合。
　  (3) 天災地変、施設の故障、その他やむを得ない事由により当施設の利用が不可能な場合。
　  (4) 利用者が当施設または当施設スタッフに対し不当要求行為を行い、または合理的な範囲

を超える負担を求めた場合。
　  (5) 利用者が本約款、当施設の利用規則、ルール、指示事項等に従わず、当施設の利用を継

続いただくことが不適当と当施設が判断した場合。
　  (6) 当施設内で飲酒または喫煙をした場合。
　  (7) 当施設内で利用者による広告宣伝物の配布、掲示、または物品の販売勧誘等の行為が認

められた場合。
　  (8) 利用者が日々の体調チェックを拒否した場合。
　  (9) その他、利用者が当施設スタッフの指示に従わず、または当施設が定める禁止事項を行

った場合。
２. 当施設は、次に掲げる場合においては利用契約を解除いたします。
　  (1) 利用契約締結後、利用者または乳児に発熱、風邪の諸症状その他感染症が疑われる症状

がある場合。

　  (2) 利用契約締結後、利用者が暴力団員または暴力団等の関係団体その他反社会的勢力の関
係者であることが判明した場合。

　  (3) 当施設の許可なく、自身の利用している客室以外の客室（空室を含みます）に侵入する
行為があった場合。

３. 当施設が第１項または第２項の規定に基づき利用契約を解除した場合、 利用者が速やかに
退去した際には、解除日の翌日以降の利用料金および利用者がいまだ提供を受けていない
各種サービス等の料金はいただきません。

４. 当施設が第１項または第２項の規定に基づき利用契約を解除した場合、 利用者は速やかに
当施設を退去するものとしますが、当施設が当該解除をしたにもかかわらず、 利用者が当
施設を速やかに退去しない場合、あるいは当施設の管理上支障があると認められる言動を
行った場合は、 当施設は利用者に対し解除日の翌日以降の利用料金を請求することができ
るものとします。 また、当施設による対応が困難であると判断した場合には、警察あるい
は適切な行政機関に連絡します。

（利用時の登録）
第８条
１. 利用開始時に母子手帳（または母子手帳のコピー）の提示が必要です。
２. 当施設は、利用者に当施設利用にあたっての注意事項等について説明いたします。

（当施設の利用時間）
第９条
１. 利用初日のチェックイン時間は11時〜16時、利用最終日のチェックアウト時間は10時としま

す。
２. 利用者が当施設内の施設を使用できる時間は、当施設の定めるところによるものとします。
３. 安全管理のため客室を含む当施設の点検および補修等を行う場合があり、設備や客室の一

部がご利用いただけない場合があります。

（損害賠償について）
第10条
１. 当施設内での事故や怪我につきましては、当施設は一切の責任を負いかねます。
２. 利用者の持ち物の破損および盗難等につきましては、当施設は一切の責任を負いかねます。
３. 不可抗力以外の事由により当施設の什器備品、インテリア等に損傷等の被害が発生した場

合は、 利用者において速やかに修繕または取替していただくか、その修理に要した費用お
よび損害金を負担していただきます。

４. 客室のルームカードキーを紛失または破損された場合は、利用者において２千円（税抜）を
お支払いいただきます。

（食事について）
第11条
１. 食事は、当施設が定めた食事時間内に定められた場所で摂るものとします。時間を過ぎて

の食事の提供は食品衛生管理上、お断りする場合があります。
２. 召し上がらなかったお食事の振替提供や料金の返金は一切行っておりません。
３. 食品の除去に関しましては、アレルギーによる卵、乳、小麦、そば、落花生、甲殻類（えび・

かに）についての単品除去のみご相談に応じます。 なお。食品の除去を希望される場合は
出産後の連絡の際に申し出が必要となります。

４. 嗜好による除去や献立の変更には対応しかねます。
５. お持ち込みの飲食物はご本人の責任の下での管理になります。ただし、当施設の判断によ

りお持込いただけない場合もございます。

（服薬について）
第12条
１. 当施設利用中に服薬が必要な場合は、ご本人の責任の下での管理となります。ただし、当

施設の判断によりお持込いただけない場合もございます。
２. 当施設では医薬品のお預かりや管理は一切いたしません。
３. 施設では医薬品の提供はいたしません。

（外出について）
第13条
１. 利用者の外出中の事故や怪我につきましては、当施設は一切の責任を負いかねます。
２. 乳児以外の方が外出する場合、利用者全ての方が外出をする場合は、外出申請を行った方

に限らせていただきます。外出する場合は、申請書に必要事項を記入し申し出てください。
３. 当施設の判断により、外出を許可しない場合がございます。
４. 外出より戻られましたら、当施設スタッフに必ずお知らせください。

（面会について）
第14条
１. 面会は13時〜18時です。
２. 面会者は当施設利用者（産婦）の三親等内のご親族とし、当施設の定めた面会同意書内の各

項目を確認、承諾の上で署名をいただきます。
３. 第７条１項に該当する者および飲酒後の者は、当施設への立ち入りを禁じます。
４. 感染症の流行により、面会制限が発生する場合がございます。

（ファミリーステイについて）
第15条
１. ファミリーステイのご利用につきましては、本予約の契約締結時に日程と人数をご予約く

ださい。なおご事情により未定な場合、ご利用の２日前までにご連絡ください。
２. 母子と別にチェックインする場合、10時〜20時にご入館ください。
３. 当施設は、利用者に施設利用にあたっての注意事項等を説明いたします。
４. 当施設の利用者は、所定の施設利用者登録書・同意書に以下の必要事項を記入していただ

きます。
　  (1) 利用者の氏名、生年月日、住所および電話番号
　  (2) 緊急連絡先
　  (3) その他、利用者登録書に記載すべき事項として当施設が決定した事項（アレルギー等）
５. 授乳室、ベビールームへの入室は不可となります。

６. 当施設内にて管理上支障があると認められる言動を行った場合には、退去を求めることが
できるものとします。また当施設による対応が困難であると判断した場合には、警察ある
いは適切な行政機関に連絡します。

７. 乳児の兄弟姉妹はベビールームでのお預かりはいたしません。またスタッフによる託児も
行っておりません。

８. 宿泊期間中の食事はラウンジ内の決められたスペースでお願いいたします。
９. 感染症の流行により、面会制限が発生する場合がございます。

（客室の変更）
第16条
１. 当施設は施設の都合上、本契約締結時とは異なる客室を利用していただく場合があります。
２. 利用期間中に別の客室に移動していただく場合があります。
３. 本契約締結時と異なる客室を利用していただく場合、差額分は返金いたします。

（お持込品と残置物の取り扱い）
第17条
１. 当施設内に以下のようなもののお持込はご遠慮ください。
　  (1) 犬、猫、小鳥その他の愛玩動物および昆虫
　  (2) 悪臭、異臭を発生するもの
　  (3) 発火または引火しやすい火薬や揮発油等危険性のあるもの
　  (4) 高額の現金および貴金属類
　  (5) アルコール入り飲料
　  (6) その他法令で所持を禁じられているもの
２. 利用者の所持する物品については、一切お預かりいたしません。貴重品につきましては客

室内のセキュリティーボックスをご利用ください。またその他の物品につきましては各客
室にてご本人の責任の下で管理をお願いしております。

３. 客室内に残置物品がある場合は発券日を含め７日間保管しその後最寄りの警察署に届ける
か当施設にて処分いたします。ただし、飲食物については即日処分とさせていただきます。

（設備・備品について）
第18条
１. 利用者は下記事項を守ってください。
　  (1) 客室内の設備又は備品を目的以外の用途に利用、または持ち出さないでください。
　  (2) 当施設内に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をしないでください。
　  (3) 当施設内の物品を所定の位置から他の場所へ移動しないでください。
　  (4) 当施設の外観を損なうような物を窓に置かないでください。
　  (5) 貸出品はそれぞれの物品に規定に基づき返却をお願いいたします。

（個人情報の取り扱い）
第19条
１. 当施設とそのスタッフは、業務上知りえた利用者およびその家族等に関する個人情報を正

当な理由なく第三者に漏洩しません。ただし、次の各項については利用者の同意を得て情
報提供を行う場合があります。

　  (1) 利用者居住地の保健福祉機関
　  (2) 医療機関
　  (3) 行政機関
２. 前項に掲げる事項は、利用契約終了後も同様の扱いとします。
３. 当施設が必要と判断した場合は、緊急連絡先へ連絡することがあります。

（防災）
第20条
１. 当施設内での火器の使用は認めておりません。また当施設内はすべて禁煙となります。
２. 消防用設備等は、非常の場合以外お手を触れないでください。
３. 定期的に防犯訓練、防災訓練、消防点検、施設内の殺菌消毒、全館の年次点検を実施いた

します。

（緊急時の対応）
第21条
１. 緊急時は、医療機関や他の専門機関を紹介または救急要請することがあります。
２. 避難経路図は各客室入り口ドアの裏側に掲示しております。また、緊急時は当施設スタッ

フの指示に従ってください。

（個人情報保護）
第22条
１. 当施設では以下の通り「個人情報保護方針」を定め、個人情報の適切な保護に努めます。
　  (1) 個人情報の適切な生成、収集、利用および提供を行います。
　  (2) 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを防ぎます。
　  (3) 個人情報に関する法令およびその他規範を遵守します。
　  (4) 個人情報保護に関する規定類を整備し、継続した改善を行っていきます。
２. ご提供いただいた個人情報は、下記の目的の範囲内で取り扱いをいたします。
　  (1) ご本人確認、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知ならびにその他当社サービ

スの提供にかかること。
　  (2) 電話、電子メール、ＬＩＮＥ、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推

奨・アンケート調査ならびに景品等の送付を行うこと。
３. 法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当

該公的機関に提供することがございます。
４. 当施設は以上の方針を改定することがあります。

（改定）
第23条
本約款、別添資料は予告なく改定する場合がございます。この場合、改定後の約款を適用さ
せていただきます。
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ホテルならではの 快適な空間と、

専門スタッフによる24時間体制のケアをぜひご体験ください。

交通アクセス

ファミリーマート

ファミリーマート

ファミリーマート

ファミリーマートローソン
セブンイレブン

ライフ

セブンイレブン
ローソン

セブンイレブン 大阪市
中央区役所

本町駅

堺筋本町駅

本 町 通り

中 央 本 町 通り

堺
筋

産前産後ケアホテル 
ぶどうの木 都シティ 大阪本町

Osaka Metro
「堺筋本町駅」より徒歩2分

公共の交通機関〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町1-8-7

所在地

都シティ 大阪本町内に

2023年 7月オープン

24時間専門のスタッフが常駐し、常

に産後のママをサポートし、お子様

のケアができる体制を取ります。

24時間
専門スタッフの常駐

https://ppch-j.com/hommachi/
詳しくはWebサイトをご覧ください

ベビールームは24時間オープンしま

す。　夜間でもお子様をお預かりし

ますので、ぐっすり一人で眠ることも

できます。

24時間
ベビールームオープン

助産師や保育士による沐浴 指導や

産後の体ケアサポートを行います。

子育てで不安なことなどについて丁

寧に助産師や保育士がお答えします。

助産師、保育士
による指導

※写真は京都院のイメージです。
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産前産後ケアホテル 

ぶどうの木


