お客様並びに関係者各位
令和 3 年 9 月 5 日
SOWAKA
支配人 矢島 泰介
この度、SOWAKA 内レストラン「ラ・ボンバンス祇園」で従事しておりますキッチンス
タッフ２名より、新型コロナウイルスに罹患したとの報告を受け、９月２日よりレストラン
を休業しております。９月３日に専門業者によるレストランホール、キッチン、ストックル
ーム、その他レストラン内共用部の消毒作業を実施いたしました。消毒作業の写真について
は添付 PDF をご参照くださいませ。
SOWAKA では報告を受け、直ちに所管保健所への通報及び指示を仰ぎ、濃厚接触の疑い
があるスタッフには自宅待機を下令しております。また、支配人以下キッチン・ホール及び
フロント・バックオフィススタッフ 20 名の PCR 検査を 9 月 3 日に実施しました。残念な
がら、この内 1 名の陽性反応が出たために、当該スタッフについては保健所及び京都府コ
ロナ相談センター指導の下、2 週間の隔離措置を行っております。尚、3 日に検査が出来な
かった者については 6 日に実施予定であり、検査結果が判明するまでは出勤停止の措置を
しております。陰性の判定を受けたスタッフにつきましては、14 日間の健康観察と注意就
労を行ってまいります。
尚、発症した 3 名はキッチン内でのみ従事しており、業務中においては適宜アルコール
による消毒、マスクと使い捨て手袋の常時着用を行い、キッチン内及びレストラン内におい
ては常時換気の上従事していたことを確認しております。
これらを踏まえた上で、保健所の確認に於いてもこの度の事象において、お客様には感染
のリスクがなかったことを確認しておりますので、何卒ご安心下さいませ。
罹患が判明した 3 名については、軽症ということもあり現在自宅療養中です。その間、誠
にご迷惑をおかけしますが、ランチ及びディナーの外来受付を見合わせることとなりまし
た。楽しみにしてくださった皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよ
うお願い申し上げます。
尚、保健所より、9 月 17 日までには全員復職可能という見立てをいただいておりますが、
万全を期すために 9 月 6 日より月末にかけては、
宿泊者向けの夕食と朝食のみの営業とし、
完全再開は 10 月 1 日を予定しております。

皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。また、お気
づきの点や、ご不明な点などがございましたら、なんなりとお申し付けくださいませ。
SOWAKA ではさらなる感染対策を実施した上で、お客様に安心と安全を提供できるよう努
めてまいります。
お問い合わせ先
電話番号

075-541-5323

FAX 番号

075-541-5327

Email

info@sowaka.com

September 5, 2021

Dear Guests, Dear Partners,

We have learned that two staff members at our restaurant “La Bombance Gion” have tested
positive for COVID-19 on 2nd September 2021. Both staff members were promptly put into
self-quarantine.
Upon learning the news, we immediately suspended all restaurant operations and contacted
the Kyoto City Health Department and have been working with them on next steps.
On 3rd September 2021, all areas of the restaurant (entrance, service area, kitchen, storage
facilities) as well as public areas of the hotel were deep cleaned and disinfected by
professionals (please refer to the images here). Furthermore, on 3rd September 2021, 20 out
of 29 staff members of the restaurant and hotel have undergone PCR testing. Unfortunately,
one staff member has tested positive for COVID-19 and has been put under self-quarantine.
For the nine staff members that could not get tested on 3rd September 2021, PCR tests will
be performed on 6th September 2021. Those staff members have been put into selfquarantine until test results will come in.
Staff members that have been proven negative to COVID-19 will resume operation under
enhanced health and safety protocols.
All three staff members who have been confirmed positive to COVID-19 work in the kitchen
and have been following health and safety guidelines (measuring of temperature, frequent
alcohol disinfection, mask-wearing, wearing of disposable gloves). Furthermore, constant
ventilation was effectuated in both the kitchen and service area.
Given the above, and upon review by health officials, it was concluded that there was no
infection risk to our Guests.
Restaurant operations are scheduled to resume on 6th September 2021 under reduced
capacity. Until 30th September 2021, La Bombance Gion will suspend its lunch service and
limit dinner service to Guests staying at the hotel.
The health and safety of our Guests and staff is our utmost priority. We will, with the
guidance of the Kyoto City Health Department, the Ministry of Health and Labor, as well as
the World Health Organization, continue to strive to implement enhanced safety protocols
and take all necessary steps to further protect our Guests and staff.

We deeply apologize for any inconvenience caused by this news. All of us at SOWAKA and
La Bombance Gion understand that this is a serious situation and have been working closely
with local health officials to monitor the situation.
We will continue to provide you with regular updates about the situation and will promptly
notify you if any new developments occur.
If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at
info@sowaka.com or +81-(0)75-541-5323 at all times.
SOWAKA, General Manager
Taisuke Yajima

1. レストランホール消毒作業

アルコール塗布（濃度 70%）

Ethanol disinfection (70%) of all areas

2. レストランホール消毒作業

高濃度次亜塩素酸水噴霧

Hypochlorite aqueous solution disinfection of all areas

3. レストランカウンター内消毒作業（生ビールサーバー） アルコール塗布
Ethanol disinfection (70%) of all areas

4. キッチン内消毒作業 高濃度次亜塩素酸水噴霧
Hypochlorite aqueous solution disinfection of all areas

