
 
 
 
 

平成27年8月1日より利用料金が下記のように改定されます。ご確認ください。
＜介護保険基準サービス＞

居室形態 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

多床室（１日) ¥779 ¥849 ¥921 ¥992 ¥1,060

多床室（３０日） ¥23,370 ¥25,470 ¥27,630 ¥29,760 ¥31,800

＜介護保険基準外サービス＞

◆このサービスは、利用料金の全額がご契約者の自己負担となります。

サービス区分
¥300 (１日) ¥9,000 (３０日）
¥390 (１日) ¥11,700 (３０日）
¥650 (１日) ¥19,500 (３０日）

¥1,480 (１日) ¥44,400 (３０日）
サービス区分

¥320 (１日) ¥9,600 (３０日）
¥0 (１日) ¥0 (３０日）

¥420 (１日) ¥12,600 (３０日）
¥370 (１日) ¥11,100 (３０日）
¥820 (１日) ¥24,600 (３０日）
¥370 (１日) ¥11,100 (３０日）

¥1,150 (１日) ¥34,500 (３０日）
¥840 (１日) ¥25,200 (３０日）

¥38

６．精神科医療養指導加算 ¥6

¥8,147

¥906

従来型多床室

従来型多床室

¥6,231 ¥7,512

介護老人福祉施設(従来型特養）
利用料金表

１、ご契約書の要介護度と
サービス利用料金(１日）

¥8,764

¥974

¥8,347 ¥9,053 ¥9,738従来型多床室

¥835

¥6,924 ¥7,630

５．看護体制加算Ⅰロ+Ⅰロ ¥13

¥693

¥6,867

¥763

２、内、介護保険から給付さ
れる金額(１日）

３、サービス利用にかかる
自己負担金額(１日）

４．日常生活継続支援加算

７．夜勤職員配置加算 ¥14

８．栄養ケアマネジメント加算 ¥15

9．サービス利用に係る
自己負担額
（３+４+５+６+７+８）

居住費　個室のみ
（水道光熱費※）

利用料金（負担限度額）

※上記金額のほかに、療養食加算【19円/日】,口腔衛生管理体制加算【32円/月】,認知症緊急対応加算【206円/日　6日
間】,外泊時加算【253円/日6日間】,初期加算【31円/日　入所後30日のみ】等、実績に応じて加算を算定し、その上で加算
と福祉施設処遇改善加算Ⅰ（総単位数+[総単位数×5.4％]）が加算されます。

第４段階（多床室）

第1段階（従来型個室）

※介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額も変更いたします。

利用者負担段階

第2段階（従来型個室）

第3段階（従来型個室）

第4段階（従来型個室）

第１段階（多床室）

第２段階(多床室）

第３段階（多床室）

平成27年8月1日現在

第3段階

利用料金（負担限度額）

食費に係る自己負担額（調
理費･材料費※）

第1段階
第2段階

第4段階
利用者負担段階
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平成27年4月1日より利用料金が下記のように改定されます。ご確認ください。
＜介護保険基準サービス（介護保険負担分）＞

居室形態 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

ユニット型個室（１日） ¥778 ¥848 ¥923 ¥992 ¥1,062

ユニット型個室 (３０日） ¥23,340 ¥25,440 ¥27,690 ¥29,760 ¥31,860

＜介護保険基準外サービス＞

◆このサービスは、利用料金の全額がご契約者の自己負担となります。
サービス区分

¥300 （１日） ¥9,000 (３０日）
¥390 （１日） ¥11,700 (３０日）
¥650 （１日） ¥19,500 (３０日）

¥1,480 （１日） ¥44,400 (３０日）
サービス区分

¥820 （１日） ¥24,600 (３０日）
¥820 （１日） ¥24,600 (３０日）

¥1,310 （１日） ¥39,300 (３０日）
¥2,740 （１日） ¥82,200 (３０日）

¥8,479

１、ご契約書の要介護度と
サービス利用料金(１日）

ユニット型個室 ¥6,587 ¥7,283 ¥8,031 ¥8,727

４．日常生活継続支援加算

¥9,422

２、内、介護保険から給付さ
れる金額(１日）

３、サービス利用にかかる
自己負担金額(１日）

ユニット型個室

ユニット型個室

¥5,928 ¥6,554 ¥7,227

¥6

¥29

¥15

¥659 ¥729 ¥804 ¥873

食費に係る自己負担額（調
理費･材料費※）

第1段階
第2段階
第3段階

¥943

５．看護体制加算Ⅰ1+Ⅱイ

６．精神科医療養指導加算

７．夜勤職員配置加算

８．栄養ケアマネジメント加算

9．サービス利用に係る
自己負担額
（３+４+５+６+７+８）

介護老人福祉施設（ユニット型特養）
利用料金表

¥49

¥20

利用料金（負担限度額）

※上記金額のほかに、療養食加算【19円/日】,口腔衛生管理体制加算【32円/月】,個別機能訓練加算【13円/日】,認知症
緊急対応加算【206円/日　6日間】,外泊時加算【253円/日6日間】,初期加算【31円/日　入所後30日のみ】等、実績に応じ
て加算を算定し、その上で加算と福祉施設処遇改善加算Ⅰ（総単位数+[総単位数×5.4％]）が加算されます。

¥7,854

利用者負担段階

※介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額も変更いたします。

第2段階
第3段階
第4段階

居住費　個室のみ
（水道光熱費※）

第4段階

平成27年4月1日現在

第1段階
利用料金（負担限度額）利用者負担段階
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平成27年8月1日より利用料金が下記のように改定されます。ご確認ください。

＜介護保険基準サービス＞

居室形態 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

多床室（１日) ¥779 ¥891 ¥891 ¥1,075 ¥1,075

多床室（３０日） ¥23,370 ¥26,730 ¥26,730 ¥32,250 ¥32,250

＜介護保険基準外サービス＞

◆このサービスは、利用料金の全額がご契約者の自己負担となります。

サービス区分
¥300 (１日) ¥9,000 (３０日）
¥390 (１日) ¥11,700 (３０日）
¥650 (１日) ¥19,500 (３０日）

¥1,480 (１日) ¥44,400 (３０日）
サービス区分

¥320 (１日) ¥9,600 (３０日）
¥0 (１日) ¥0 (３０日）

¥420 (１日) ¥12,600 (３０日）
¥370 (１日) ¥11,100 (３０日）
¥820 (１日) ¥24,600 (３０日）
¥370 (１日) ¥11,100 (３０日）

¥1,150 (１日) ¥34,500 (３０日）
¥840 (１日) ¥25,200 (３０日）第４段階（多床室）

平成27年8月1日現在

利用者負担段階 利用料金（負担限度額）

居住費　個室のみ
（水道光熱費※）

第1段階（従来型個室）
第１段階（多床室）

第2段階（従来型個室）
第２段階(多床室）

第3段階（従来型個室）
第３段階（多床室）

第4段階（従来型個室）

※介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額も変更いたします。

利用者負担段階 利用料金（負担限度額）

食費に係る自己負担額（調
理費･材料費※）

第1段階
第2段階

６．精神科医療養指導加算 ¥6

第3段階
第4段階

７．夜勤職員配置加算 ¥14

８．栄養ケアマネジメント加算 ¥15

9．サービス利用に係る
自己負担額
（３+４+５+６+７+８）

※上記金額のほかに、療養食加算【19円/日】,口腔衛生管理体制加算【32円/月】,認知症緊急対応加算【206円/日　6日
間】,外泊時加算【253円/日6日間】,初期加算【31円/日　入所後30日のみ】等、実績に応じて加算を算定し、その上で加算
と福祉施設処遇改善加算Ⅰ（総単位数+[総単位数×5.4％]）が加算されます。

¥989

２、内、介護保険から給付さ
れる金額(１日）

従来型多床室

４．日常生活継続支援加算 ¥38

５．看護体制加算Ⅰロ+Ⅰロ ¥13

３、サービス利用にかかる
自己負担金額(１日）

従来型多床室 ¥693 ¥805 ¥805 ¥989

介護老人福祉施設(従来型特養　旧措置）
利用料金表

１、ご契約書の要介護度と
サービス利用料金(１日）

従来型多床室 ¥6,924 ¥8,042 ¥8,042 ¥9,886 ¥9,886

¥6,231 ¥7,237 ¥7,237 ¥8,897 ¥8,897
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平成27年4月1日より利用料金が下記のように改定されます。ご確認ください。
＜介護保険基準サービス（介護保険負担分）＞

居室形態 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

ユニット型個室（１日） ¥778 ¥880 ¥880 ¥1,015 ¥1,015

ユニット型個室 (３０日） ¥23,340 ¥26,400 ¥26,400 ¥30,450 ¥30,450

＜介護保険基準外サービス＞

◆このサービスは、利用料金の全額がご契約者の自己負担となります。
サービス区分

¥300 （１日） ¥9,000 (３０日）
¥390 （１日） ¥11,700 (３０日）
¥650 （１日） ¥19,500 (３０日）

¥1,480 （１日） ¥44,400 (３０日）
サービス区分

¥820 （１日） ¥24,600 (３０日）
¥820 （１日） ¥24,600 (３０日）

¥1,310 （１日） ¥39,300 (３０日）
¥2,740 （１日） ¥82,200 (３０日）

平成27年4月1日現在

利用者負担段階 利用料金（負担限度額）

居住費　個室のみ
（水道光熱費※）

第1段階
第2段階
第3段階
第4段階

※介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額も変更いたします。

利用者負担段階 利用料金（負担限度額）

食費に係る自己負担額（調
理費･材料費※）

第1段階
第2段階
第3段階
第4段階

７．夜勤職員配置加算 ¥29

８．栄養ケアマネジメント加算 ¥15

9．サービス利用に係る
自己負担額
（３+４+５+６+７+８）

※上記金額のほかに、療養食加算【19円/日】,口腔衛生管理体制加算【32円/月】,個別機能訓練加算【13円/日】,認知症
緊急対応加算【206円/日　6日間】,外泊時加算【253円/日6日間】,初期加算【31円/日　入所後30日のみ】等、実績に応じ
て加算を算定し、その上で加算と福祉施設処遇改善加算Ⅰ（総単位数+[総単位数×5.4％]）が加算されます。

¥896

４．日常生活継続支援加算 ¥49

５．看護体制加算Ⅰ1+Ⅱイ ¥20

６．精神科医療養指導加算 ¥6

３、サービス利用にかかる
自己負担金額(１日）

ユニット型個室 ¥659 ¥761 ¥761 ¥896

¥8,959

２、内、介護保険から給付さ
れる金額(１日）

ユニット型個室 ¥5,928 ¥6,848 ¥6,848 ¥8,063

¥8,959

¥8,063

介護老人福祉施設（ユニット型特養　旧措置）
利用料金表

１、ご契約書の要介護度と
サービス利用料金(１日）

ユニット型個室 ¥6,587 ¥7,609 ¥7,609
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