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ある落ち着いた空間をモダンに表現しています。

間を通して快適にお過ごしいただけます。また、居室は夫婦で入居可能なツインルームもご用意しています。
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会員制リゾートホテルのレストランなどを運営する当社ホテルレストラン本部が
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クリエーションサービスを提供いたします。入居者には、安心と快適さを提供することに努め、人生を謳歌するしな

やかな生き方に貢献してまいります。
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時間常駐し、提携医療機関の医師と連携のもと、日常の健康管理や緊急時の対応

が常勤し、身体の状態に合わせた個別サポートを行います。食事は、
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リゾートトラスト株式会社

 伊藤 勝康

東証・名証第一部

広報部長  立園 潔

－310－3324

日 

（一般型特定施設入居者生活介護）

ープが運営する有料老人ホーム及び

兵庫県神戸市、同宝塚市、滋賀県大津

の伝統

本線「烏丸駅」から

建物は、格子やすだれなど京町家らしい伝統的な風情を感じさせながら、機能性にも優れたスタイリッシュな外

。インテリアは、和の素材を贅沢に使用しており、白木の素材感や壁紙の質感にこだわり、趣の

居室の窓には断熱性に配慮した複層ガラスを採用しており、年

時間常駐し、提携医療機関の医師と連携のもと、日常の健康管理や緊急時の対応

食事は、

医師の指示による減塩食

更に各居室には必要に応じて、

入居者の事故を防ぐ等を目的とした「見守りシステム」や睡眠の質を測定するシステムなどを設置できるようになっ

リゾートトラストグループは、シニアライフ事業においても当社グループならではの医療と介護の連携や食事、レ

クリエーションサービスを提供いたします。入居者には、安心と快適さを提供することに努め、人生を謳歌するしな

リゾートトラスト株式会社 

勝康 

東証・名証第一部 

潔  
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施設名   トラストガーデン四条烏丸 

所在地 京都府京都市下京区松原通新町東入中野之町 173-1 

敷地面積 725.52 ㎡ 

構造規模 鉄筋コンクリート造 地上 5 階地下 1 階建 

開業日 2018年3月1日予定 

施設種別 介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護） 

延床面積  2,989.42 ㎡ 

室数 54室 

権利形態 利用権方式 

入居一時金 80～85歳の場合 1800万円 

土地建物の所有形態 土地、建物：事業主体トラストガーデン（株）非所有 
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応接 


