
そ
の
他
実
費

令和3年9月30日までの上乗せ分 0.1% 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1.7%

そ
の
他
の
加
算

療養食加算 ¥7円／回

初期加算 ¥32円／日

（4段階）　　　

※令和３年８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 居住費 食費 日常生活費 合計

¥26,435

¥11,310 ¥46,500 ¥6,810

¥91,055

要介護４ ¥32,569 ¥97,189

要介護２ ¥28,775 ¥93,395

要介護３ ¥30,798 ¥95,418

要介護１

要介護５ ¥34,308 ¥98,928

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室種類 個室料金

要介護１ ¥23,905

¥50,040 ¥46,500 ¥6,810

¥127,255
＋

特室Ａ ¥217,350

要介護２ ¥26,182 ¥129,532 特室Ｂ ¥185,850

要介護３ ¥28,142 ¥131,492 一般個室 ¥112,200

要介護４ ¥29,913 ¥133,263 （30日計）

要介護５ ¥31,715 ¥135,065

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 緊急時治療管理 ¥546円／日

短期集中リハ加算 ¥253円／日

退所時情報提供加算 ¥527円／回

外泊時費用 ¥382円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥633円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥422円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥12円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥252円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥506円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥35円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥4円／月

自立支援促進加算 ¥317円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥11円／月

ターミナル加算31日～45日 ¥85円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回 科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥64円／月

3.9%

ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日 安全対策体制加算 ¥21円／回

ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日 サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥19円／日

カラー+カット ¥5,500円／回

ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥49円／日

カット ¥2,200円／回 ¥ 700 円/月

介護職員処遇改善加算Ⅰ

¥5,500円／回 ¥ 50 円/月

シャンプー ¥550円／回 ¥ 150 円/月持
込
み
家
電

テレビ

顔剃り ¥550円／回 ¥ 1400 円/月

私物洗濯 ¥660円／袋 ¥ 200 円/月

携帯電話

ラジオ機器

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等） \55～220円/月

パーマ+カット

【1割負担】

ノート型パソコン

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

¥ 650 円/月

加湿器・空気清浄機

電気毛布

4人部屋入所料金【在宅強化型】

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表



≪その他加算等≫

1.7%0.1% 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

¥ 700 円/月

令和3年9月30日までの上乗せ分

カット ¥2,200円／回

そ
の
他
実
費

要介護５ ¥34,308 ¥71,718

居住費 食費 日常生活費 合計

（第3段階①）　　

※令和３年８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

要介護１ ¥26,435

¥11,100 ¥19,500 ¥6,810

¥63,845

要介護２ ¥28,775

要介護３ ¥30,798 ¥68,208

要介護４ ¥32,569 ¥69,979

¥66,185

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計

要介護１ ¥23,905

¥39,300 ¥19,500 ¥6,810

¥89,515
＋

要介護２ ¥26,182 ¥91,792 特室Ｂ ¥185,850

要介護３ ¥28,142 ¥93,752 一般個室 ¥112,200

要介護４ ¥29,913 ¥95,523 （30日計）

要介護５ ¥31,715 ¥97,325

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 緊急時治療管理 ¥546円／日

そ
の
他
の
加
算

短期集中リハ加算 ¥253円／日 療養食加算 ¥7円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

外泊時費用 ¥382円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥633円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥422円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥12円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥252円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥506円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥35円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥4円／月

自立支援促進加算 ¥317円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥11円／月

ターミナル加算31日～45日 ¥85円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回 科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥64円／月

ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日 安全対策体制加算 ¥21円／回

ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日 サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥19円／日

ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥49円／日

シャンプー ¥550円／回 ¥ 150 円/月

顔剃り ¥550円／回 ¥ 1400 円/月

持
込
み
家
電

テレビ

ノート型パソコン

加湿器・空気清浄機

カラー+カット ¥5,500円／回 ¥ 650 円/月

パーマ+カット ¥5,500円／回 ¥ 50 円/月

電気毛布

携帯電話

私物洗濯 ¥660円／袋 ¥ 200 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等） \55～220円/月

ラジオ機器

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

【1割負担】

特室Ａ ¥217,350

個室種類 個室料金

（30日計）

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

4人部屋入所料金【在宅強化型】

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表



≪その他加算等≫

¥30,798 ¥89,508

要介護５ ¥34,308

要介護４ ¥32,569 ¥91,279

¥217,350

（30日計）

要介護５ ¥31,715 ¥118,625

要介護４ ¥29,913 ¥116,823

【1割負担】

（第3段階②）　　

※令和３年８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 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護１ ¥26,435

¥11,100 ¥40,800 ¥6,810

¥85,145

要介護２ ¥28,775 ¥87,485

要介護３

¥93,018

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室種類 個室料金

要介護１ ¥23,905

¥39,300 ¥40,800 ¥6,810

¥110,815
＋

特室Ａ

要介護２ ¥26,182 ¥113,092 特室Ｂ ¥185,850

要介護３ ¥28,142 ¥115,052 一般個室 ¥112,200

そ
の
他
の
加
算

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 緊急時治療管理 ¥546円／日

短期集中リハ加算 ¥253円／日 療養食加算 ¥7円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

外泊時費用 ¥382円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥633円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥422円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥12円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥252円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥506円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥35円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥4円／月

自立支援促進加算 ¥317円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥11円／月

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回 科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥64円／月

ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日 安全対策体制加算 ¥21円／回

ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日 サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥19円／日

ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥49円／日

ターミナル加算31日～45日 ¥85円／日 介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

令和3年9月30日までの上乗せ分 0.1% 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1.7%

そ
の
他
実
費

カット ¥2,200円／回

持
込
み
家
電

テレビ ¥ 700 円/月

シャンプー ¥550円／回 ノート型パソコン ¥ 150 円/月

顔剃り ¥550円／回 加湿器・空気清浄機 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,500円／回 電気毛布 ¥ 650 円/月

パーマ+カット ¥5,500円／回 携帯電話 ¥ 50 円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

私物洗濯 ¥660円／袋 ラジオ機器 ¥ 200 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等） \55～220円/月

4人部屋入所料金【在宅強化型】

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表



≪その他加算等≫

1.7%0.1% 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ令和3年9月30日までの上乗せ分

そ
の
他
実
費

持
込
み
家
電

テレビ

ノート型パソコン

加湿器・空気清浄機

電気毛布

携帯電話

ラジオ機器

（第2段階）　　

※令和３年８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 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護１ ¥26,435

¥11,100 ¥11,700 ¥6,810

¥56,045

要介護２ ¥28,775 ¥58,385

要介護３ ¥30,798 ¥60,408

要介護４ ¥32,569 ¥62,179

要介護５ ¥34,308 ¥63,918

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室料金

要介護１ ¥23,905

¥14,700 ¥11,700 ¥6,810

¥57,115
＋

（30日計）

¥217,350

要介護２ ¥26,182 ¥59,392 特室Ｂ ¥185,850

個室種類

要介護３ ¥28,142 ¥61,352 一般個室 ¥112,200

要介護４ ¥29,913 ¥63,123 （30日計）

要介護５ ¥31,715 ¥64,925

そ
の
他
の
加
算

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 緊急時治療管理 ¥546円／日

短期集中リハ加算 ¥253円／日 療養食加算 ¥7円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

外泊時費用 ¥382円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥633円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥422円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥12円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥252円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥506円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥35円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥4円／月

自立支援促進加算 ¥317円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥11円／月

¥85円／日

ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回

ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

私物洗濯 ¥660円／袋 ¥ 200 円/月

¥ 700 円/月

シャンプー ¥550円／回 ¥ 150 円/月

顔剃り ¥550円／回 ¥ 1400 円/月

【1割負担】

パーマ+カット ¥5,500円／回

カラー+カット ¥5,500円／回

カット ¥2,200円／回

ターミナル加算31日～45日

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等） \55～220円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

¥ 650 円/月

¥ 50 円/月

科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥64円／月

特室Ａ

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥49円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

安全対策体制加算 ¥21円／回

サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥19円／日

4人部屋入所料金【在宅強化

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表



≪その他加算等≫

1.7%0.1% 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ令和3年9月30日までの上乗せ分

そ
の
他
実
費

ラジオ機器

そ
の
他
の
加
算

食費 日常生活費 合計

¥42,245

要介護４ ¥32,569 ¥48,379

（第1段階）　　

※令和３年８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 居住費

要介護２ ¥28,775 ¥44,585

要介護３ ¥30,798 ¥46,608

要介護１

要介護５ ¥34,308 ¥50,118

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費

要介護１ ¥23,905

¥14,700 ¥9,000 ¥6,810

¥54,415

¥26,435

¥0 ¥9,000

要介護２ ¥26,182 ¥56,692 特室Ｂ ¥185,850

小計 個室種類 個室料金

¥6,810

¥112,200

＋
特室Ａ ¥217,350

要介護４ ¥29,913 ¥60,423 （30日計）

要介護３ ¥28,142 ¥58,652 一般個室

要介護５ ¥31,715 ¥62,225

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 緊急時治療管理 ¥546円／日

短期集中リハ加算 ¥253円／日 療養食加算 ¥7円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

外泊時費用 ¥382円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥633円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥422円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥12円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥252円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥506円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥35円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥4円／月

自立支援促進加算 ¥317円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥11円／月

ターミナル加算31日～45日 ¥85円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回 科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥64円／月

ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日 安全対策体制加算 ¥21円／回

ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日 サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥19円／日

ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥49円／日

カット ¥2,200円／回 ¥ 700 円/月

シャンプー ¥550円／回 ¥ 150 円/月持
込
み
家
電

テレビ

ノート型パソコン

加湿器・空気清浄機

私物洗濯 ¥660円／袋 ¥ 200 円/月

顔剃り ¥550円／回 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,500円／回 電気毛布

携帯電話

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等） \55～220円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

【1割負担】

パーマ+カット ¥5,500円／回 ¥ 50 円/月

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

¥ 650 円/月

4人部屋入所料金【在宅強化型】

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表



令和3年9月30日までの上乗せ分

そ
の
他
実
費

居住費

要介護２

介護職員処遇改善加算Ⅰ

ノート型パソコン

加湿器・空気清浄機

電気毛布

携帯電話

ラジオ機器

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

食費 日常生活費 合計

【２割負担】

¥6,810

¥117,489

要介護４ ¥65,138 ¥129,758

※令和３年８月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険２割負担

¥57,549 ¥122,169

要介護３ ¥61,596 ¥126,216

要介護１

要介護５ ¥68,616 ¥133,236

（30日計）

介護度 介護保険２割負担 居住費 食費 日常生活費

¥46,500

要介護１ ¥47,810

¥50,040 ¥46,500 ¥6,810

¥151,160

要介護２

要介護４ ¥59,825 ¥163,175

¥52,869

¥185,850

要介護３ ¥56,284 ¥159,634 一般個室 ¥112,200

個室料金

¥11,310

（30日計）

¥52,363 ¥155,713 特室Ｂ

要介護５ ¥63,430 ¥166,780

夜勤職員配置加算 ¥51円／日 緊急時治療管理

そ
の
他
の
加
算

短期集中リハ加算 ¥506円／日 療養食加算 ¥13円／回

初期加算 ¥64円／日 退所時情報提供加算 ¥1,054円／回

外泊時費用 ¥763円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥1,265円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥506円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥844円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥23円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥949円／回

経口移行加算 ¥59円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥1,012円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 844 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥504円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 211 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥1,012円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥70円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥7円／月

自立支援促進加算 ¥633円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥21円／月

ターミナル加算31日～45日 ¥169円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥633円／回 科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥127円／月

¥ 700 円/月

0.1%

ターミナル加算(死亡日） ¥3,479円／日 安全対策体制加算 ¥42円／回

ターミナル加算2日～3日 ¥1,729円／日 サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥38円／日

顔剃り ¥550円／回 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,500円／回

ターミナル加算4日～30日 ¥338円／日

1.7%

カット ¥2,200円／回

パーマ+カット ¥5,500円／回 ¥ 50 円/月

私物洗濯 ¥660円／袋 ¥ 200 円/月

\55～220円/月

持
込
み
家
電

テレビ

¥ 650 円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

シャンプー ¥550円／回 ¥ 150 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等）

3.9%

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥97円／日

＋
特室Ａ ¥217,350

小計

¥1,092円／日

個室種類

4人部屋入所料金【在宅強化型】

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表



令和3年9月30日までの上乗せ分

そ
の
他
実
費

持
込
み
家
電

テレビ

ノート型パソコン

加湿器・空気清浄機

電気毛布

携帯電話

ラジオ機器

シャンプー

【3割負担】

居住費 食費 日常生活費 合計

¥143,923

要介護４ ¥97,706 ¥162,326

要介護５

※令和３年８月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険3割負担

要介護２ ¥86,323 ¥150,943

要介護３ ¥92,394 ¥157,014

要介護１ ¥79,303

¥167,544

（30日計）

食費 日常生活費

¥11,310 ¥46,500 ¥6,810

要介護１ ¥71,715

¥50,040 ¥46,500 ¥6,810

¥175,065
＋

¥112,200

¥102,924

要介護２ ¥78,544 ¥181,894 特室Ｂ ¥185,850

介護度 介護保険3割負担 居住費

要介護４ ¥89,738 ¥193,088 （30日計）

要介護３ ¥84,426 ¥187,776 一般個室

要介護５ ¥95,145 ¥198,495

夜勤職員配置加算 ¥76円／日 緊急時治療管理

そ
の
他
の
加
算

短期集中リハ加算 ¥759円／日 療養食加算

初期加算 ¥95円／日 退所時情報提供加算 ¥1,581円／回

外泊時費用 ¥1,145円／日 入退所前連携加算Ⅰ ¥1,898円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥759円／日 入退所前連携加算Ⅱ ¥1,265円／回

栄養マネジメント強化加算 ¥35円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥1,423円／回

経口移行加算 ¥89円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥1,518円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 1265 円/月 所定疾患施設療養費Ⅰ ¥756円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 317 円/月 所定疾患施設療養費Ⅱ ¥1,518円／日

リハビリマネジメント計画書加算 ¥105円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(R4.4～) ¥10円／月

自立支援促進加算 ¥949円／月 褥瘡マネジメント加算Ⅲ(～R4.3) ¥32円／月

ターミナル加算31日～45日 ¥253円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥949円／回 科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥190円／月

ターミナル加算(死亡日） ¥5,218円／日 安全対策体制加算 ¥63円／回

ターミナル加算2日～3日 ¥2,593円／日 サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥57円／日

ターミナル加算4日～30日 ¥506円／日

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1.7%

カット ¥2,200円／回 ¥ 700 円/月

0.1%

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ¥146円／日

¥ 150 円/月

顔剃り ¥550円／回 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,500円／回 ¥ 650 円/月

¥550円／回

パーマ+カット ¥5,500円／回 ¥ 50 円/月

私物洗濯 ¥660円／袋 ¥ 200 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他(クラブ活動費等） \55～220円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

特室Ａ ¥217,350

個室種類 個室料金

¥1,638円／日

¥19円／回

小計

4人部屋入所料金【在宅強化型】

個室入所料金【在宅強化型】

入所料金表


