
入院のご案内

当院の基本理念と基本方針

生駒市立病院の基本理念

１．生命を安心して預けられる病院

２．健康と生活を守る病院

基本方針

１．市民満足度の高い、質の高い医療を提供します。

２．保険・福祉行政と連携した医療サービスを提供します。

３．市民が安心して暮らせる救急医療体制を構築します。

４．災害に対する救急対応ができる機能を確保します。

５．市民参加による開かれた病院を実現します。
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患者様の権利と責務

◆権利

１．患者様は、平等に必要な医療を受けることができます。

２．患者様は、より安全で良質な医療を受ける権利があります。

３．患者様は、治療方針や治療の効果・危険性などを知ることができます。

・わかりやすい言葉で、十分に理解し納得できるまで説明を受けることができます。

・自らの意思で医療内容を選択する権利があります。

・必要に応じて診療記録等の閲覧・開示を申し出ることができます。

４．患者様は、治療方針やセカンドオピニオンについて希望を申し出ることができます。

５．患者様の診療内容等の個人情報は保護されます。

６．患者様は、研究途上にある治療を受けるにあたり、その内容について納得できるま

　　で説明を受けることができます。

７．患者様は、医療費の詳細について説明を受けることができます。

８．患者様は、当院の提供するサービスに意見を申し出ることができます。

◆責務

１．最善で適切な医療を受けるために、病状経過や過去の治療歴などの情報を提供する

      必要があります。

２．病気克服のために、医療関係者と共同して治療に取り組む必要があります。

３．円滑な医療サービス体制を確保するために、病院や社会生活上のルールやマナーを

      遵守する必要があります。

４．検査や治療のために必要な医療費を負担する必要があります。

ご入院される皆様へ

当院は患者様に安全に安心して、快適な入院生活をお送りいただけるよう努めてまいります。

尚、このご案内は、患者様に入院生活について十分ご理解いただくためのものです。

ご家族の方も必ずご覧ください。

ご入院に際し、不明な点がありましたら、お気軽に職員にお声掛けください。
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当院では取得した患者様の貴重な個人情報を含む記録や試料（血液・尿・組織等）を、医療機関とし

て所定の目的に利用させていただきますので、患者様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。

１．患者様の個人情報を含む記録や試料は、各種法令や倫理指針に基づいた院内規定を守った上で下記の目的に

　利用します。

(１)当院での利用
・患者様がお受けになる医療サービス
・保険請求事務
・患者様に関係する管理運営業務
（入退院の病棟管理、会計・経理、医療安全対策、医療サービスの向上）

(２)当院および徳洲会グループでの利用
・医学系教育
・症例に基づく研究
・外部監査機関への情報提供

この利用に当たりましては、匿名化します。

(３)他の事業者等への情報提供
・他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等に関しての連携
・他の医療機関等からの医療サービス等に関しての照会への回答
・患者様の診療等にあたり外部の医師等の意見・助言を求める場合
・検体検査業務の委託その他の業務委託
・患者様のご家族への病状説明
・医療保険事務（保険事務の委託、検査支払機関へのレセプトの提出）
・検査支払機関又は保険者からの照会への回答
・関係法令等に基づく行政機関及び司法機関等への提出等
・関係法令に基づいて事業者等からの委託を受けて健康診断を行った場合における、事業者へのその結果通知
・医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
・院内がん登録、および地域がん登録事業にかかわる登録、届出、更新等
・災害対策のための遠隔地における診療データの外部保存
・当グループ法人が、グループ共同倫理委員会で許可を行った疫学研究における臨床データ分析結果を

匿名化して提供

(１)患者様は所定の手続きのうえ、個人情報の開示を請求することができます。

(２)患者様は開示を受けた自己の個人情報の内容について、所定の手続きのうえ、訂正を請求する事ができます。

(３)患者様は自己の個人情報が不適切な取扱いをされていると思われる場合は、所定の手続きのうえ、自己の

個人情報の利用の停止・消去・提供の停止を請求することができます。

(４)患者様は上記権利の決定等に関して不服がある場合は、当院に対して異議申し立てをすることができます。

４．当院での患者様の個人情報の取扱い等に関する詳細および不明な点等ありましたらご連絡ください。

患者様の個人情報の取扱いについて

上記のうち、情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。お申し出がないもの

については、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。その他、上記の利用目的の中で疑問の

ある場合は、お申し出ください。

２．上記利用目的以外に患者様の個人情報を利用する場合は、書面により患者様の同意をいただくことといた 

　　します。

３．患者様の個人情報については次の権利があります。
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病院内での撮影や録音の禁止について

当院では、患者様や職員の個人情報・プライバシーを保護するため、病院の施設および敷地内

での写真・動画撮影（携帯電話やスマートフォンなどによる撮影を含む）および録音は、次の場合を除き

原則禁止とさせていただきます。

また、許可を得て撮影や録音したものでも無断でSNSなどインターネット上に公開することはお断りします。

●許可する場合

□職員による診療目的・業務上の理由などでの撮影又は録音

□商業目的などで撮影又は録音する際、事前に当院の許可（主治医および関係する所属部署責任者が

認めた場合）を得ている場合

□その他事前に当院の許可（主治医および関係する所属部署責任者が認めた場合）を得ている場合

●撮影および録音に関しての注意事項

□撮影時に意図せず、他の患者様が写り込む場合があります。誤解を招かぬよう撮影方法など

十分注意してください。

□許可を得て撮影したものでも、他の患者様や職員が写り込んだ画像の無断使用は固くお断り

します。

□他の患者様から指摘があった場合、内容によっては撮影データ（フイルム）や録音データを

消去願うことがあります。

□撮影した写真などをSNSなどのインターネット上で公開し、問題が発生した場合、投稿者の

責任であり、当院は一切の責任を負いません。
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予約入院の方は、１階入院受付で諸手続きをしてください。

入院受付がすみましたら、病棟へご案内いたします。

※入院時の検査及び病棟の状況によって多少お待ちいただくことがあります。

※個室での予約手続きの際、急性期病院の為、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承下さい。

□健康保険証

□入院申込書兼誓約書 □診療予約票（予定入院の場合）□診察券

●受付で確認させていただくもの

□医療福祉費受給者証（該当される方）

●ご提出いただくもの

　【病棟で提出】

□各種同意書・承諾書

●ご用意いただくもの

□印鑑

□下着

□洗面用具一式

ボディソープ・ボディスポンジ・シャンプー・リンス・バスタオル・タオル

歯ブラシ・歯ブラシ粉・電気カミソリ　など、必要に応じたもの

□プラスティックコップなどの割れにくい湯飲み

※食事の時の箸・スプーン、湯飲みは病院で用意します。その他必要なものは各自でお持ち下さい。

※給湯器のご利用はセルフサービスです。（４階、５階デイルーム１のみ）

□服用中の薬と薬剤情報提供書

□お薬手帳

□パジャマ（寝巻き）

※有料で貸出もいたします。（１日につき７０円（税別））

□すべりにくい履物（スリッパは滑りやすいのでご遠慮ください）

□ティッシュペーパー

□イヤホン

※病室のテレビはイヤホンを使用して視聴していただきますのでご用意ください。

持参するか、売店でも購入できます。

□必要時

※義歯・補聴器・メガネ・コンタクトレンズとそれぞれのケース

※ぬれた洗濯物を入れる大きめのビニール袋やハンガー

※紙おむつ（日頃から利用されている方）

□入院のご案内（この冊子）をお持ちください。

□浴室には洗面器、足ふきマットは備え付けしていませんので、必要な方はご用意ください。

□１５歳以下のお子様の入院の場合は、母子手帳をご持参下さい。

□持ち物には、必ずお名前を書いてお持ちください。

□治療内容により入院時の持ち物を追加する場合があります。

□多額の現金や貴重品（装飾品を含む）はお持ちにならないようにお願いします。

紛失しても責任は負いかねます。

□刃物類の持ち込みは禁止です。

入院の手続きについて

（病棟・ICU については、別途ご案内がございますのでこの限りではありません。）
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●注意事項

□入院時お伺い用紙

【受付で提出】

□衣料寝具貸与票



ご都合により指定の日時に来院できない場合、または入院を取り消しされる場合は、早めに

受付までご連絡下さい。（℡.0743-72-1111（代表）平日８：３０～１６：００）

　病室は４人室、個室、特別室（５階のみ）です。

　個室、特別室は有料となります。

個室を希望される場合　

○入院申込時にお申し出ください。

※個室を使用される方は、「個室使用承諾書」を提出していただきます。

※使用状況等により、ご希望の部屋に入室できない場合がありますのでご了承ください。

休日入院の場合

○入院の事務手続きは次の平日に行いますので、保険証などを１階受付に提出ください。

病室名 病棟 室数 室料 仕様

一般個室
４階病棟

５階病棟

24

23

5,500 円

6,600 円

13,200 円特別個室 5階東西 2

シャワー・トイレ・洗面台

テレビ・冷蔵庫

浴室・トイレ・洗面台
テレビ・冷蔵庫・応接セット

※患者様へのお願い

○入院当日や入院予約時の病室状況により、病棟・病室がご希望に添えない場合があります。
○患者様の病状により、他の病室へ移動していただくことがありますので、あらかじめ
ご了承ください。

○空床ベッドの使用は緊急入院の妨げとなりますので、使用しないでください。
○医療費制度では「一日」の取り扱いは午前０：００を起点として計算されます。
午前０：００を過ぎて２４時間経過しない場合でも、一日分の個室料金が発生いたしますので、
ご了承下さい。

入院中の診療について

入院中
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□現金などは、テレビ台に備え付けのセーフティボックスをご利用いただき、必ず施錠をしてください。

万一盗難のあった場合は、当院は責任を負いかねます。なお、セーフティボックスの鍵の破損または

紛失の際には、修理または弁償料金として 1,210 円（税込）を実費でいただきます。

□マニキュア、ジェルネイルなどは、入院前におとしてください。

□手術や検査を受ける方には、必要なものについて別途説明いたします。

○入院中の主治医は、外来の担当医と異なる場合がありますことをご了承ください。

○病棟での診療は診療科によって異なります。

○病気の診断、検査、治療などについては、適宜、主治医から説明いたしますが、わかりにくい点や

要望などがございましたら、気兼ねなく看護師までご相談ください。



８

○患者様のプライバシーを守るために、患者様以外に病気の説明を受ける方をあらかじめご家族や

信頼のできる方の中から選んでおいてください。

○入院中は当院から処方された薬以外の服用は主治医の許可が必要です。他の医療機関で処方され、

服用されている薬は、入院時にお預かりさせて頂き、内容を確認の上返却させていただきます。

入院中の看護について

○看護師は交代制で勤務し、２４時間看護にあたっています。

○看護師は入院中の患者様の療養上の支援を行います。また、ご自身での動作が困難な患者様対し、
看護補助者と協力して動作の補助や食事、排泄のお世話をいたします。

○容体によっては、時間ごとに見回り回数を増やします。

入院中の過ごし方について

○入院中は主治医、看護師等の指示に従い、規則正しい生活を送りましょう。

起床 朝食 昼食 夕食 消灯

モーニングケア

採血・採尿
（必要な方のみ）

安静療養

点滴・処置・検査

清潔ケア・検温

血圧測定

点滴・処置・検査

清潔ケア・検温

血圧測定

安静療養 安静療養

イブニングケア

6 時 8時 9時 12時 13時 18時 19時 21時

標準的な日課（＊入院された病棟によって多少異なります。）

リストバンドの着用および名前の確認について

安全な医療を提供するため、入院中の患者様全員にリストバンドの着用をお願いしています。

点滴・注射・輸血・検査・処置等、名前の確認が必要な際には、患者様と一緒に確認を行いますの

で趣旨を理解の上、ご協力をお願いします。

ナースコールの使用について

ナースコールはベッドの上部にあります。また、トイレや浴室には緊急呼び出しボタンを設置してい

　ます。看護師にご用の際は、遠慮なくボタンを押してください。

食事

１. 食事時間：朝食（午前８時）昼食（正午 ) 夕食（午後６時以降）

２. 療養費：入院中の食事代は、医療費とは別に標準負担額をお支払いいただきます。

入院中の食事についての標準負担額は１食につき 460 円です。

なお、標準負担額は高額療養費の給付対象にはなりません。

３. 内容：症状に応じて治療食が出ますので、無断で他の食事はとらないでください。

４. 水分でムセる方には、とろみ剤を使用します。

外出・外泊について

○入院中の外出・外泊は主治医の許可が必要です。

外出・外泊を希望される場合は、看護師にお申し出のうえ、予定の前日までに「外出・外泊願」を

ご提出していただきますようお願いします。（土日祝日にかかる場合は、その前日の平日に提出をお願い

します。）外泊については、日数に制限があります。

○入院中、他院に受診される場合は医師又は看護師にご相談下さい。



9

○病棟をでられる時及び病棟にお帰りの時は、必ず看護師に声をおかけ下さい。

○事前の申し出なく外出・外泊等により食事をキャンセルされる場合、食事をお召し上がりにならな

くても食事費用は患者様のご負担となりますので、必ず看護師へお申し出てください。

テレビ・冷蔵庫の利用について

○床頭台に設置してあるテレビ及び冷蔵庫を利用される場合は、専用のカード（有料）が必要です。

カードは自動販売機でご購入いただけます。（販売機は千円札のみ対応）

使用残り分がある場合は、カード精算機で払い戻しができます。

○大部屋でのテレビは他の患者様のご迷惑とならないようイヤホン等をご使用ください。

なお、消灯後（午後９時）のテレビの使用は、同室患者様の睡眠の妨げになるため、ご遠慮下さい。

電気製品の使用について

○パソコン、ＤＶＤプレーヤーなどの電気製品は原則使用できません。

○パソコンを使用する必要がある場合、看護師にご相談下さい。

電話の利用について

○病院内での携帯電話の使用につきましては、医療機器等に支障をきたしますので必ず指定の携帯電

話使用可能区域で使用下さい。（１Ｆ売店周辺、４Ｆ・５Ｆ個室又はデイルーム、７Ｆフロア全域）

○病室内での大きな声での通話はご遠慮下さい。

付添について

○入院中の必要なお世話は看護師及び看護補助者が行いますので、原則患者様へのご家族等の付添は

必要ありません。

○主治医が患者様の病状等（重症・手術後・高齢・乳幼児など）により判断し、必要と認める場合に

限り付き添っていただくことがあります。

○付き添いをされる方は、付添申請書が必要です。

○付き添いの方に対しては、寝具の貸出しは行っておりません。

○付き添いの方への食事は１食￥500（朝）、￥700（昼・夕）で提供していますので、看護師にお

申し出ください。

ゴミの分別について

○燃えるごみ、ビン、カン用のゴミ箱をそれぞれ設置していますので、分別にご協力ください。

カード自動販売機及び精算機設置場所
◎カード自動販売機　４階デイルーム１
◎カード自動販売機　５階デイルーム１
◎カード精算機　１階売店前

テレビ・冷蔵庫利用料
◎テレビ　カード１枚（1000 円）
1200 分視聴可能
◎冷蔵庫　24時間　100 円

非常災害時の対応について

○各病棟に非常の場合の避難経路図を表示しておりますので、入院時に必ずご確認ください。

○万が一、地震や火災等が発生した場合は、医師、看護師などの病院職員の指示、誘導に従い、落ち

着いて行動して下さい。

○避難する場合は、エレベーターを使わず、非常階段を利用してください。

○動けない状態の患者様は、医師、看護師及び職員が搬送します。

○火災時、防火扉を閉めますが、手動で開けられますので落ち着いて行動してください。

※ICU・観察室ではご利用いただけません。又、コインランドリーも専用のカードが必要です。
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洗濯等について

○洗濯は、コインランドリー（有料）を５階東病棟に設置しております。

入浴について

入院費のお支払い

①入院費は毎月末に締め切り、翌月の１０日以降に請求いたします。

退院時以外の請求書は直接病室までお届けいたします。

請求書が届きましたら５日以内に１階入院会計窓口にてお支払いください。

②領収書は所得税の医療費控除などで必要となりますので、大切に保管して下さい。

また、退院される場合は退院当日にお支払いをお願いします。

③お支払いはクレジットカード（ＪＣＢ・ＶＩＳＡ・ＭＡＳＴＥＲＣＡＲＤ等）・デビットカードの使用も

可能です。

☆医療費等の詳しいご説明・ご相談は１階入院会計窓口で対応させていただいております。

利用料金：１回　200 円（洗剤はご持参下さい）
利用時間：午前９時～午後５時
乾 燥 機  ：30 分　100 円

１階入院会計窓口

9：00 ～ 17：00　　※日曜・祝日も含む毎日

＊上記の時間以外は１階初診再診受付にて対応しております。

領収書の再発行は出来ません。（医療費領収証明書での発行となります。）

お問い合せやご相談は

○入浴は主治医の許可が必要です。入浴を希望される方は、看護師に申し出ください。
※症状によりこちらからご案内させていただきます。

○産科を除き浴槽は使用できません。シャワー浴となります。
○入浴動作の困難な方には、必要に応じて看護師及び看護補助者が入浴の介助をいたします。

入浴時間：午前９時～午後４時

退院の手続

　請求書が用意でき次第病棟スタッフが連絡いたしますので病室にてお待ち下さい。

　連絡後、１階入院会計窓口にて請求書を確認の上お支払いください。

☆その他、不明な点、お支払い等でご相談がありましたら、遠慮なく当院の職員にお尋ねください。

退院について

　退院時間は原則として、午前１０時となっております。

　病室へお忘れ物のないようにご注意下さい。忘れ物につきましては、退院された日から

　１週間連絡がない時は、病院で処分させて頂きますのでご了承下さい。

テレビのリモコン、ロッカーの鍵の確認をさせて頂きます。

退院の手続き

※コインランドリーはテレビカードでの
　お支払いになります。



その他

面会について

病感染症対策のため、当院から来院をお願いした場合を除き面会はご遠慮いただいております。

オンライン面会・お見舞いメールをホームページからお申込みいただけます。

入院患者様へのお荷物を1階受付にてお預かりさせていただきます。

受付時間　11：00～17：00

　診断書、入院証明書など各種証明書をご希望の方は、１階受付にお申し込み下さい。

　「文書申込書」に必要事項をご記入のうえ、指定の用紙があれば一緒に提出して下さい。

医療相談の案内

　医療費や治療上の問題、その他心配な事がございましたら専門の職員（医療ソーシャルワーカー）

　が相談をお受けしております。相談を希望される方は病棟看護師又は１階受付にお申し出下さい。

患者相談窓口のご案内

　受付にお申し出下さい。

◎受付内容・・・院内の場所および診療時間のご案内、病院に関するご意見・ご提案・セカンド

オピニオンについてのご相談、個人情報に関するお問合せなどを承ります。

駐車場について

駐車場は外来患者様用に設けておりますので、入院患者様の駐車はご遠慮下さい。

ただし、入院当日と退院日又は手術日は１F 受付でお申し出下さい。

　駐車中のお車の盗難・事故等、一切の責任は負えません。

　入院中の患者様のやむを得ない事情による利用も有料となります。

職員針刺し事故時のお願い

当院では原則として、患者様に使用した針で職員が怪我をした時などに、その患者様が    

感染症の病気に罹患していないことを確認するための検査をお願いすることにしています。 

検査は主に採血で行い、費用は当院が負担させて頂きます。職員の健康を守るためにご協力 

を頂けるようお願いいたしますが、強制ではありません。ご協力をいただけない場合はその 

旨をお伝え下さい。

売店について

　1 階にございます。入院に必要なものは一通り揃っておりますのでご利用下さい。

営業時間　平日　　　　８：３０～１９：００

土・日祝　　８：３０～１７：００

[ 駐車料金 ]：６０分まで無料　以降６０分毎に３００円

ただし、病院からの事情にてお越しいただいきました場合につきましては病棟スタッフにお申し出ください。
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院内および病院敷地内全面禁煙について

　「健康増進法　第２５条」の施行に伴い、病院、学校、官公庁・その他多数の人が利用する施設において、  

　禁煙の措置を講ずるように法制化されました。

　当院においてもこの健康増進法を受け、医療機関として何よりも健康を考えなければならない社会施

　設であり、皆様の健康を守るという社会的使命から、院内および病院敷地内を全面禁煙とさせていた

　だいております。

　尚、当院では入院中に院内および病院敷地内での喫煙が確認された場合は、すみやかにご退院いただ

　くことがありますのでご了承くださいますようお願いいたします。

注意事項

◆施設内での設備や機器・貸出物品等を破損・紛失された場合は、費用を負担して頂く事が

ございます。

◆大切なもの（補聴器・メガネ・義歯・杖など）はご自身での管理をお願いします。

紛失された場合は責任を負いかねます。

◆入院中に住所・電話番号・健康保険証などに変更が生じた際は、１階入院会計または、病棟看

護師までお知らせ下さい。

◆原則として飲食物の持ち込みは禁止しております。但し、主治医より許可を得たものについて

は、この限りではありません。また、食事療法を行っている患者様もいらっしゃいますので他の

患者様へ飲食物を配ることはお止めください。

◆生花類のお見舞い・持込は出来ません。

◆犬や猫などのペット類の持ち込みは、できません。（盲導犬、介護犬は１階受付へ

お申し出ください）

◆職員へのお心遣いは、固くお断りしております。

　下記の禁止行為が守れない場合は、退院していただく事になります。

①他の患者様や員にセクシャル・ハラスメントや暴行行為があった場合、もしくはそのおそれが強い場合

②大声・暴言または脅迫的な言動により他の患者様に迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合

③入院中に飲酒や賭け事をした場合

④みだりに異性の病室に立ち入った場合
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　入院時、限度額適用認定証を医療機関へ提出することにより、１か月（歴月）の窓口負担が

　高額療養費の自己負担限度額（下記参照）までの支払いとなります。この認定証の交付には

　申請が必要です。

■７０才未満の方

７０歳未満の方が入院に係る療養を受けて医療費が高額になる場合、保険者へ限度額認定証の申請を

し、医療機関に提示いただきますと入院費の窓口での負担を軽減させることができます。

■７０才以上の方

７０歳以上の方は、高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証を医療機関に提示することで自己

負担限度額までの支払になります。

ただし、低所得者（住民税非課税所帯）の方は保険者へ申請する事で、[ 限度額適用・標準負担額減額

認定証 ] が交付されます。

入院時、医療機関へ提示いただきますと下記の自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証のご案内

自己負担限度額（月額）

所得区分 自己負担限度額 一食当たり食事代 

252,600 円＋（総医療費－842,000 円）×1％ 460 円 

167,400 円＋（総医療費－558,000 円）×1％ 460 円 

80,100 円＋（総医療費－267,000 円）×1％ 460 円 

57,600 円 460 円 

ア 標準報酬月額８３万円以上

イ 標準報酬月額５３万円～７９万円

ウ 標準報酬月額２８万円～５０万円

エ 標準報酬２６万円以下

オ 低所得者：住民税非課税 35,400 円 210 円 

所得区分 自己負担限度額 １食当たり食事 

現役並み 

（３割負担） 

Ⅲ（課税所得 690 万円以上の方） 252,600 円＋（医療費－842,000 円）×1％ 460 円 

Ⅱ（課税所得 380 万円以上の方） 167,400 円＋（医療費－558,000 円）×1％ 460 円 

Ⅰ（課税所得 145 万円以上の方） 80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％ 460 円 

一般（１割・２割担） 57,600 円 460 円 

低所得者Ⅱ【※１】 24,600 円 210 円 

低所得者Ⅰ【※２】 15,000 円 100 円 

※１　１割負担、かつ被保険者が住民税非課税所帯の場合

※２　１割負担、かつ住民税非課税で世帯の所得が一定基準に満たない場合

※自己負担限度額には食事代、室料差額、病衣代など自費分は含みません。

なお、当月中の適用をご希望の方は、同月内に申請を完了してください。

【不明な点がございましたら、当院１階受付へご相談ください】

自己負担額月額（月額）
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各種サービスの営業時間

1階

ＴＶ・冷蔵庫

2階

4階

５階

７階

ＴＶ・冷蔵庫

ＴＶ・冷蔵庫

売店

飲料自動販売機

マスク自動販売機

テレビおよび冷蔵庫カード清算機

飲料自動販売機

テレビおよび冷蔵庫カード販売機

飲料自動販売機

コインランドリー

テレビおよび冷蔵庫カード販売機

飲料自動販売機

飲料自動販売機

平日      8：00 ～ 19：00

土日祝　8：30 ～ 17：00

※売店の営業時間については、年末年始等変更になることがあります。
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（ICU 内携帯電話使用禁止）

交通のご案内

【交通機関】　近鉄東生駒より徒歩 3 分

〒630-0213　奈良県生駒市東生駒 1 丁目 6 番地 2
TEL 0743(72)1111 ／ FAX 0743(71)9100
ホームページ　https://ikoma.tokushukai.or.jp/
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