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船橋シティホテル  生活の手引き  

本手引きは、船橋シティホテルの療養生活についてまとめたものになります

ので、入所される方は事前にご一読ください。  

施設での療養中の食事や生活必需品については、原則無料でご提供いたしま

す。  

原則、入所期間中の受診はありません。万が一体調が悪化し受診を希望する

場合は、お早めに入所先の看護師にご相談ください。保健所医師による判断後、

受診先の調整をさせていただきます。（基本翌日以降の調整になります）。受診

内容やお薬、配送方法によっては、一部実費負担が発生する場合がありますの

で、あらかじめ ご了承ください。  

慣れない環境での生活を送っていただくことになりますが、皆様に少しでも

快適な環境 で生活していただけるよう、スタッフ一同支援いたしますので、ご

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 ホテル運営について  

  ・看護師及び運営スタッフ が２４時間常駐しています。  

 持ち込めるものについて  

 必ずお持ちいただくもの  

・身分証明書  

・健康保険証（コピーでも可）  

・持参薬（必要な方）、常備薬（解熱鎮痛剤、胃薬等）・・・療養日数分  

 ※余裕をもってご持参ください。宿泊療養施設で薬の処方はできません  

・お薬手帳  

・歯ブラシ ・歯磨き粉  

・バスタオル（1 枚ご用 意があ りますが 、 不足する場 合はご用 意くだ さい）  

・体温計（お 持ちいた だけない 場合は 、貸 出します）  

・部屋着  

 

 お持ちいただいた方がよい もの  

・取手付きのマグカップ  

・筆記具（ボールペンなど）  

・携帯電話の充電器  

・折り畳み傘  

・延長コード（ベッド周りにコンセントが無いため）  
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・手洗い用石鹸  

 日用品  

・ホテルにてご用意ができる物は「設備備品リスト」（P7）のとおりです。  

 その他、衣類や普段お使いの化粧品などはご自身でご用意ください。  

なお、入室後に知り合いの方等からの差し入れやインターネットショッ

ピングが可能です。  

くわしくは、「知り合いの方等からの差し入れやインターネットショッピ

ングについて」（P4）を参照してください。  

 持ち込みできないもの  

・酒類  

・たばこ類  

・大量の電力を使用する家電製品（電子レンジなど）  

・生もの等  

 

 生活について  

 生活全般  

皆様におかれましては、原則として、各自の居室内に留まっていただくよ

うお願いします。お食事の受取 時等で、居室を出られる際には必ずマスク

を着用し、居室にお戻りになったら、 手洗いをしてください。  

  入所中の途中退所・外出はできません。外出した場合は、厳正に対応いた  

しますので、ご協力をお願いします。  

 部屋のカギについて  

部屋はオートロックです。  

お食事、備品の受け取りなどで居室を出られる際にはカギをご自身で持ち

歩いてください。  

万が一、カギを部屋の中に置きっぱなしにしてオートロックがかかってし

まい、部屋に戻れなくなってしまった場合は、エレベーターを使用し、受

付のある２階まで下りてきてください。 スタッフが案内いたします。  

 お風呂・お手洗い  

各居室に設置されております。  

入浴に関する使用時間帯の制限はございませんが、深夜・早朝の使用の場

合には、周囲へのご配慮をよろしくお願いします。  

お風呂・お手洗いのドアを開けたままお風呂に入ると湯気で火災警報器が

作動する可能性がありますので、必ずドアを閉めてください。  
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 リネン類（ベッドのシーツや枕カバー、バスタオル）  

リネン類の交換が必要になってしまった際は、フロントへお問い合わせく

ださい。その際のベッドのシーツ交換はご自身で行っていただきます。交

換は１週間に１回を目安に行ってください。  

リネン類の洗濯が必要な場合には、部屋の浴室等で備え付けの洗剤を使用

してご自身で行ってください。  

 洗濯  

洗濯は、お部屋の浴室等で行っていただ きます。  

また、スタッフによる洗濯のご用命はお受けできませんので、ご了承くだ

さい。窓を開けて洗濯物を干す場合、洗濯物が飛んでいかないようご注意

ください。  

 食事  

１日３食、朝・昼・晩でお弁当をご用意します。お弁当は、各階エレベー

ター近くのテーブルに置かせていただきます。準備ができましたら、館内

放送でお知らせいたしますので、お一人様、一つずつ取っていただき、ご

自身のお部屋でお食べください。  

なお、お弁当には部屋番号が書かれております。アレルギー等により皆様

すべて同じお弁当ではないことがありますので、お取り違いのないようお

願いいたします。  

また、各フロアに電子レンジを設置しており、飲み物（水やお茶等）のご

用意もしております。  

配布時間（目安）：７時半、１２時、１８時  

お弁当を全部お食べになる必要はありません。  

体調に応じ、ご飯の量を減らすなどして、健康管理にご留意ください。  

ご高齢の方や、持病がある方、食欲低下がある方で通常メニューが食べづ

らい方はご相談ください。  

また、食中毒防止のため、お早めにお召し上がりいただくとともに、食べ

残しは廃棄いただきますようお願いします。  

弁当等ごみの処理については「ゴミの処理について」をご参照ください。 

 飲酒の禁止  

アルコールの摂取により、健康状態の正確な把握が困難となる恐れがある

ことから飲酒は禁止させていただきます。ご了承ください。  

 喫煙の禁止  

喫煙は、滞在中においては禁止させていただきます。ご了承ください。  

 



4 

 テレビ  

テレビは各居室に備えてあります。備付けのリモコンで操作してください。 

 Ｗｉ-ｆｉの利用  

無料でご利用いただけます。ご利用法については、ホテル入所時にご案内

します。  

 体調管理について  

・体調管理のため、皆様には朝夕の体温測定をお願いします。  

・別途記入用の 健康観察票を配布していますので、朝食前（最高体温欄）

と夕食前に体温含めた体調の変化についてご記入ください。毎日 2 回

（朝・夕）看護師が順次お電話で健康状態についてお聞きします。  

・咳や発熱などの体調不良時は、電話受付の時間に関係なく、いつでも、

できるだけ速やかに事務局にお電話ください。  

・室内での生活となりますので、いわゆるエコノ ミークラス症候群（深部

静脈血栓症）や生活不活発病を予防するため 、こまめな水分補給と室内

での軽い体操やストレッチ等の運動をしていただくようお願いします。 

 電話について  

備え付けの電話は内線のみご利用いただけます。  

外線はご利用いただけません。  

 

 ゴミの処理について  

 居室のゴミについては、 お弁当容器も併せて、備え付けのごみ袋にまと

めて入れていただき 、口をしばった上で、各フロアに設置されているご

み箱に捨ててください。特に分別の必要はありません。ゴミについては、

ペットボトルは潰していただくなど、なるべくコンパクトにしていただ

いた上で捨てるようにお願いします。  

 知り合いの方等からの差し入れやインターネットショッピングについて  

 差し入れやインターネットショッピングについては対応が可能ですが、

スタッフが受領確認し、皆様にご連絡の上、 各フロアに設置してある長

机にお届けいたします。差し入れに関しては、届出人と一緒に中身を確

認する場合があります。  

 事前に連絡のない差し入れやインターネットショッピングなどの物品に

ついては、お断り、返却をさせていただきますので、あらかじめ、必ず

スタッフまでご一報ください。  

なお、新型コロナウイルス感染症陽性または濃厚接触者となる方からの

受け取りは出来かねますので、ご注意ください。  
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受取可能時間 9：00～17：00 
 
 

 

 

 

 

 

 

荷物の取り違えを防ぐため、注文時には、住所とともに、部屋番号を必ず

業者にお伝えください。住所は以下のとおりです。お手数ですが、省略し

ないようお願いします。  

 

〒２７３-０００５  千葉県船橋市本町１丁目２０－１３  

船橋シティ ホテル 〇〇〇（部屋番号） 及び氏名  

電話番号：皆様の携帯電話番号  

 注文されましたら、スタッフまで、①部屋番号、②お名前、③配達物の

個数、④分かればおおよその到着予定日時をお伝えください。お荷物が

届きましたら、スタッフからご連絡します。  

なお、着払いの対応は出来ません。また、輸送時の事故等についての補

償はできかねますので、予めご了承ください。  

 衛生管理上、生ものや冷蔵品・冷凍品の差し入れ 及びインターネットシ

ョッピング 、ウーバーイーツにつきましては、ご遠慮ください。また、

電力供給の制約から、家電製品についてもご遠慮ください。  

 お荷物の発送について  

お引き受けできません。  

 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお

願いいたします。  

 

ご退所に際して  

退所については、発症日から７日間が経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経

過し、保健所の医師より退所の許可が出た翌日に帰宅可能となります。  

※「発症日」症状が現れ始めた日、無症状の方や発症日が明らかでない場合

は検体採取日。  

※「症状軽快」解熱剤を使わずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあ

る状態。  

【禁止物】  

酒類、たばこ類、生鮮食品等、冷凍・冷蔵の必要なもの、生野菜  

＊判断がつかない場合は必ずお問い合わせください  
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 退所の際の留意点について  

・  原則、退所基準を満たす結果が判明した日の翌日までにご退室いただ

きますので、お荷物の整理と退所に向けた移動手段の確保をお願いい

たします。  

  ※退所時の送迎はできません。  

・  前日までにご退 所の詳細を ホテルスタッフ よりお伝えいたします。な

お、当日は、退所予定の時間になり 、荷物等のご用意が整いましたら、

まず一度ホテルスタッフへお電話ください。ホテルスタッフで確認後、

ご退所となります。  

・  ご退所当日、咳や発熱(37.5 度以上)などの体調不良がある場合には、

必ずホテルスタッフにお伝えください。  

・  当ホテルの備品については、お持ち帰りにならないようお願いいたし

ます。ルームキー、パルスオキシメーター、体温計（市から貸与を受

けている場合）は必ずフロントまでお持ちください。  

・  ご退所までの間に、トイレや浴室など備え付けの清掃道具で清掃をお

願いします。  

・  シーツ、枕カバー、掛布団カバー、 バスマット、バス タオル、フェイ

スタオルは廃棄いたしますので、その他のゴミと合わせてゴミ袋に入

れ、包んだ状態で 各フロアに設置してあるゴミ回収ボックスに捨てて

ください（ゴミ回収ボックスからあふれ出ないよう小分けにして捨て

てください）。捨てていただくものとそうでないものについては、設備

備品リストを確認してください。  

・  部屋の掃除の ため、ホテル備品以外は、すべて廃棄いたしますので、

お忘れ物のないようお気をつけください。また、物品の紛失について

は一切の責任を負いかねます。  

 

 退所後の健康管理について  

発症後 10 日間が経過するまでは、以下の通り 自主的な感染予防行動の徹

底をお願いします。  

  ・検温など自身による健康状態の確認を行う  

  ・高齢者等ハイリスク者との接触を避ける  

  ・ハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける  

  ・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける  

  ・マスクを着用する  
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設備備品リスト  

・不足分は必要に応じてお届けいたしますので、スタッフまでご連絡ください。 

№  物品名  
退所時  

捨てるもの  

1 

リネン一式 (枕カバー、フェイスタオル、バ

スタオル、バスマット、敷き布団用 シーツ、

掛け布団カバー )  

一式  

2 リンスイン シャンプー   

３  ボディソープ   

４  トイレットペーパー  全て  

５  使い捨てスリッパ  〇  

６  トイレクイックル      

７  トイレブラシ(本体)  

８  トイレブラシ(付け替え用 )  

９  浴室用洗剤   

10 洗濯用洗剤   

11 消臭剤（スプレータイプ）   

12 ティッシュ  〇  

13 コロコロ   

14 居室用ごみ箱の袋   

15 物干し用ハンガー   

16 食器用洗剤   

17 スポンジ  〇  

 


