
≪その他≫

（必要時のみ）

顔剃り ¥515円／回 特別な食事代 ¥206円／回

キャンセル料（前日） ¥600円／回 キャンセル料（当日） ¥1,000円／回

カット ¥2,058円／回 カラー+カット ¥5,143円／回

シャンプー ¥515円／回 パーマ+カット ¥5,143円／回

口腔機能向上加算 ¥ 159 円/月 複数サービス実施加算 ¥ 507 円/月

複数サービス実施加算Ⅱ ¥ 739 円/月 予防短期処遇改善加算Ⅰ 1.7%

予防通所リハビリ(要支援） ≪その他の加算≫

運動機能向上加算 ¥ 238 円/月 栄養改善加算 ¥ 159 円/月

理学療法士等体制強化加算 ¥ 32 /回 訪問指導等加算 ¥ 581 /回

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1.7% （必要時のみ）

短期集中リハ加算2 ¥ 64 /回 栄養改善加算 ¥ 159 /回

口腔機能向上加算 ¥ 159 /回 重度療養管理加算 ¥ 106 /回

入浴介助加算 ¥ 53 /回 リハマネジメント加算 ¥ 243 /月

個別リハビリ加算 ¥ 85 /回 短期集中リハ加算1 ¥ 127 /回

（1月あたり）

通所リハビリ(要介護） ≪その他の加算≫

要支援１ ¥2,567
¥618 ¥227

¥3,412

要支援２ ¥5,138 ¥5,983

介護度 介護保険1割負担 食費 日常生活費 小計

要介護５ ¥1,385 ¥2,085

（1日あたり）

¥1,774

要介護４ ¥1,228 ¥1,928

要介護１ ¥762

¥600 ¥100

¥1,462

要介護２ ¥918 ¥1,618

要介護３ ¥1,074

※平成27年5月1日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険1割負担 食費 日常生活費 小計

介護給付（6時間から8時間）

通所（予防）リハビリテーションは在宅のサービスとなります。
ご利用の際は、必ず担当のケアマネージャーにご相談下さい。

通所リハビリテーション料金表

予防給付



（必要時のみ） （必要時のみ）

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

療養食加算 ¥ 25 /日

療養食加算 ¥ 25 /日 介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制加算 ¥ 13 /日

送迎加算（片道） ¥ 194 /日

個別リハビリ加算 ¥ 253 /日 サービス提供体制加算 ¥ 13 /日 個別リハビリ加算 ¥ 253 /日 重度療養管理加算１ ¥ 127 /日

夜勤職員配置加算 ¥ 26 /日 送迎加算（片道） ¥ 194 /日 夜勤職員配置加算 ¥ 26 /日

老健短期(要支援） ≪その他の加算≫ （1日あたり） 老健短期(要介護） ≪その他の加算≫ （1日あたり）

要介護５ ¥1,088 ¥2,162 要介護５ ¥1,175 ¥1,799

要介護４ ¥1,030 ¥2,104 要介護４ ¥1,117 ¥1,741
要介護３ ¥971 ¥2,045 要介護３ ¥1,058 ¥1,682
要介護２ ¥906 ¥1,980 要介護２ ¥992 ¥1,616
要介護１ ¥831 ¥1,905 要介護１ ¥914 ¥1,538
要支援２ ¥794 ¥1,868 要支援２ ¥851 ¥1,475

要支援１ ¥688

¥0 ¥300 ¥324

¥1,312

滞在費 食費 日常生活費 小計

要支援１ ¥647

¥450 ¥300 ¥324

¥1,721

（1日あたり） （1日あたり）

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計 介護度 介護保険1割負担

要介護５ ¥1,088 ¥2,252 要介護５ ¥1,175 ¥2,259
要介護４ ¥1,030 ¥2,194 要介護４ ¥1,117 ¥2,201
要介護３ ¥971 ¥2,135 要介護３ ¥1,058 ¥2,142
要介護２ ¥906 ¥2,070 要介護２ ¥992 ¥2,076
要介護１ ¥831 ¥1,995 要介護１ ¥914 ¥1,998
要支援２ ¥794 ¥1,958 要支援２ ¥851 ¥1,935

要支援１ ¥688

¥370 ¥390 ¥324

¥1,772
滞在費 食費 日常生活費 小計

要支援１ ¥647

¥450 ¥390 ¥324

¥1,811

（1日あたり） （1日あたり）

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計 介護度 介護保険1割負担

要介護５ ¥1,088 ¥2,512 要介護５ ¥1,175 ¥2,519
要介護４ ¥1,030 ¥2,454 要介護４ ¥1,117 ¥2,461
要介護３ ¥971 ¥2,395 要介護３ ¥1,058 ¥2,402
要介護２ ¥906 ¥2,330 要介護２ ¥992 ¥2,336
要介護１ ¥831 ¥2,255 要介護１ ¥914 ¥2,258
要支援２ ¥794 ¥2,218 要支援２ ¥851 ¥2,195

要支援１ ¥688

¥370 ¥650 ¥324

¥2,032
滞在費 食費 日常生活費 小計

要支援１ ¥647

¥450 ¥650 ¥324

¥2,071

（1日あたり） （1日あたり）

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計 介護度 介護保険1割負担

要介護５ ¥1,088 ¥3,482 要介護５ ¥1,175 ¥3,489
要介護４ ¥1,030 ¥3,424 要介護４ ¥1,117 ¥3,431
要介護３ ¥971 ¥3,365 要介護３ ¥1,058 ¥3,372

¥831 ¥3,225 要介護１ ¥914 ¥3,228
要介護２ ¥906 ¥3,300 要介護２ ¥992

要支援１ ¥688

¥370 ¥1,620 ¥324

¥3,002
要支援２ ¥851 ¥3,165

¥3,306

要支援１ ¥647

¥450 ¥1,620 ¥324

¥3,041
要支援２ ¥794 ¥3,188
要介護１

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計

3段階

個室料金 多床室料金
ショートステイ料金表(１割負担)

2段階

1段階

3段階

2段階

1段階

ショートステイ料金表(１割負担)ショートステイ料金表(２割負担)



（必要時のみ） （必要時のみ）

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

療養食加算 ¥ 49 /日

療養食加算 ¥ 49 /日 介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制加算 ¥ 26 /日

送迎加算（片道） ¥ 388 /日

個別リハビリ加算 ¥ 506 /日 サービス提供体制加算 ¥ 26 /日 個別リハビリ加算 ¥ 506 /日 重度療養管理加算１ ¥ 253 /日

夜勤職員配置加算 ¥ 51 /日 送迎加算（片道） ¥ 388 /日 夜勤職員配置加算 ¥ 51 /日

老健短期(要支援） ≪その他の加算≫ （1日あたり） 老健短期(要介護） ≪その他の加算≫ （1日あたり）

要介護５ ¥2,176 ¥4,570 要介護５ ¥2,349 ¥4,663

要介護４ ¥2,060 ¥4,454 要介護４ ¥2,233 ¥4,547

要介護３ ¥1,942 ¥4,336 要介護３ ¥2,115 ¥4,429

¥1,662 ¥4,056 要介護１ ¥1,828 ¥4,142

要介護２ ¥1,811 ¥4,205 要介護２ ¥1,984

要支援１ ¥1,375

¥370 ¥1,620 ¥324

¥3,689

要支援２ ¥1,702 ¥4,016

¥4,298

要支援１ ¥1,293

¥450 ¥1,620 ¥324

¥3,687

要支援２ ¥1,588 ¥3,982

要介護１

介護度 介護保険2割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計介護度 介護保険2割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計

個室料金 多床室料金
ショートステイ料金表(２割負担)



段階

4
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

＋

段階 ＋

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

≪その他加算等≫ *これらの料金は必要時にのみに発生するものです。 ≪その他≫

　　

※介護報酬改定(修正)、行政の指導などにより、予告なく変更する場合がございます。

介護度 介護保険1割負担 食費(共通) 日常生活費・教養娯楽費
(共通) 居住費(４人部屋) ４人部屋合計 居住費(２人部屋) ２人部屋合計

１割負担

要介護１

¥48,600

¥9,720

¥12,000 ¥95,996 ¥30,600 ¥114,596

¥15,000

¥24,285

¥25,676

¥24,600

¥15,000

¥28,016

¥29,976

¥24,600

¥15,000

¥31,747

¥24,600

¥15,000

¥33,486

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

¥19,500 ¥11,100 ¥64,605 ¥11,100 ¥64,605

要介護２

¥48,600 ¥12,000 ¥98,336 ¥30,600 ¥116,936

¥19,500

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

¥47,520

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥118,896

¥19,500 ¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥48,600 ¥12,000 ¥100,296 ¥30,600

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100

要介護４

¥48,600 ¥12,000 ¥102,067 ¥30,600 ¥120,667

¥19,500

要介護３

¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

要介護５

¥48,600 ¥12,000 ¥103,806 ¥30,600 ¥122,406

¥19,500

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥24,600

¥15,000

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

（30日計）

個室種類 個室料金

介護度 介護保険1割負担 食費 日常生活費・教養娯楽費 居住費 個室合計 ２人部屋

¥39,300 ¥90,496 （30日計）

¥11,700 ¥14,700 ¥51,120

¥32,400

要介護１

¥48,600

¥9,720

¥49,200 ¥130,698 個室 ¥64,800

¥19,500

¥23,178

¥21,976

¥15,000

¥25,423

¥23,399

¥15,000

¥27,383

¥24,600

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

要介護２

¥48,600 ¥49,200 ¥132,943

¥19,500 ¥39,300 ¥91,919

¥11,700 ¥14,700 ¥51,120

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

要介護３

¥48,600 ¥49,200 ¥134,903

¥11,700 ¥14,700 ¥51,120¥15,000

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

¥19,500 ¥39,300 ¥93,120

要介護４

¥48,600 ¥49,200 ¥136,674

¥19,500 ¥39,300 ¥93,120

¥29,154

¥24,600

¥15,000 ¥11,700 ¥14,700 ¥51,120

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

¥30,893

¥24,600

¥15,000

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 退所前訪問指導加算 ¥485円／回 カット ¥2,160円／回

¥51,120

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420 （30日計）

要介護５

¥48,600 ¥49,200 ¥138,413

¥19,500 ¥39,300 ¥93,120

¥11,700 ¥14,700

外泊時費用 ¥382円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回 カラー+カット ¥5,400円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時指導加算 ¥422円／回 顔剃り ¥540円／回

短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所後訪問指導加算 ¥485円／回 シャンプー ¥540円／回

栄養マネジメント加算 ¥15円／日 老人訪問看護指示加算 ¥317円／回 私物洗濯 ¥648円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所前連携加算 ¥527円／回 パーマ+カット ¥5,400円／回

経口移行加算 ¥30円／日 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥29円／日 文書代（診療情報提供書等） ¥2,160円／枚

療養食加算 ¥19円／日 入所前後訪問指導加算 ¥475円／回 テレビカード ￥200／日

経口維持加算Ⅱ ¥106円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

経口維持加算Ⅰ ¥422円／月 所定疾患施設療養費 ¥322円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥211円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

口腔衛生管理体制加算 ¥32円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

口腔衛生管理加算 ¥116円／月 ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

サービス提供体制加算 ￥13/日

多床室入所料金(４人部屋・２人部屋)

個室入所料金

入所料金表



段階

＋

段階 ＋

≪その他加算等≫ *これらの料金は必要時にのみに発生するものです。 ≪その他≫

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

（30日計）

¥32,400

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

¥114,320

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

地域連携診療計画情報提供加算 ¥633円／回 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥422円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

口腔衛生管理体制加算 ¥64円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥1,729円／日

口腔衛生管理加算 ¥232円／月 ターミナル加算4日～30日 ¥388円／日

サービス提供体制加算 ￥26/日

経口維持加算Ⅱ ¥211円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥3,479円／日

経口維持加算Ⅰ ¥844円／月 所定疾患施設療養費 ¥643円／日

経口移行加算 ¥59円／日 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥57円／日 文書代（診療情報提供書等） ¥2,160円／枚

療養食加算 ¥38円／日 入所前後訪問指導加算 ¥949円／回 テレビカード ￥200／日

栄養マネジメント加算 ¥30円／日 老人訪問看護指示加算 ¥633円／回 私物洗濯 ¥648円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥506円／日 退所前連携加算 ¥1,054円／回 パーマ+カット ¥5,400円／回

外泊時費用 ¥763円／日 退所時情報提供加算 ¥1,054円／回 カラー+カット ¥5,400円／回

初期加算 ¥64円／日 退所時指導加算 ¥844円／回 顔剃り ¥540円／回

短期集中リハ加算 ¥506円／日 退所後訪問指導加算 ¥970円／回 シャンプー ¥540円／回

¥51円／日 退所前訪問指導加算 ¥970円／回 カット ¥2,160円／回

（30日計）

要介護３

要介護５

夜勤職員配置加算

要介護４

要介護１

¥9,720

個室 ¥64,800

要介護２

（30日計）

個室種類 個室料金

介護度 介護保険2割負担 食費 日常生活費・教養娯楽費 居住費 個室合計 ２人部屋

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

4

4

要介護２

２人部屋合計

要介護１

¥9,720

要介護５

要介護４

要介護３

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

　　

※介護報酬改定(修正)、行政の指導などにより、予告なく変更する場合がございます。

介護度 介護保険２割負担 食費(共通) 日常生活費・教養娯楽費
(共通) 居住費(４人部屋) ４人部屋合計 居住費(２人部屋)

２割負担

多床室入所料金(４人部屋・２人部屋)

個室入所料金

入所料金表


