
 

☆

    

    

    

    

【【【【
介

要支援

要支援

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

※要支援１～

※上記の料金（基本単位

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

 

ご利用できる方ご利用できる方ご利用できる方ご利用できる方

    

利用時間利用時間利用時間利用時間

                    

                        

                    

                
 

送送送送

☆営業時間☆営業時間☆営業時間☆営業時間

☆営業日☆営業日☆営業日☆営業日

☆休業日☆休業日☆休業日☆休業日

☆☆☆☆

 
    

☆     見学・見学・見学・見学・

    

    

    

    

【【【【基本料金基本料金基本料金基本料金表表表表

介 護 度 基本単位

要支援 1  

要支援 2  

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5  

※要支援１～２の方は月額料金

※上記の料金（基本単位

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

 

ご利用できる方ご利用できる方ご利用できる方ご利用できる方

    

利用時間利用時間利用時間利用時間    

                    

                        

                    

                ((((早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

 

送送送送    迎迎迎迎            

☆営業時間☆営業時間☆営業時間☆営業時間

☆営業日☆営業日☆営業日☆営業日        

☆休業日☆休業日☆休業日☆休業日        

☆☆☆☆利用利用利用利用者者者者定員定員定員定員

見学・見学・見学・見学・1111 日お試し日お試し日お試し日お試し

表表表表】】】】                                                                                    
基本単位 

 1,647／月 

 3,377／月 

 656／日 

775／日 

898／日 

1,021／日 

 1,144／日 

２の方は月額料金

※上記の料金（基本単位・入浴加算

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

ご利用できる方ご利用できる方ご利用できる方ご利用できる方        

        午前午前午前午前 9999

                        要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

                        （要支援の方は（要支援の方は（要支援の方は（要支援の方は

                        早朝早朝早朝早朝    

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

        車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる

ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。
    

☆営業時間☆営業時間☆営業時間☆営業時間    午前午前午前午前

        月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）

        日曜日・年末年始日曜日・年末年始日曜日・年末年始日曜日・年末年始

定員定員定員定員    1111 日日日日

日お試し日お試し日お試し日お試し体験体験体験体験

                                                                                    
入浴加算 

基本に含む 

基本に含む 

50／日 

 50／日 

50／日 

50／日 

50／日 

２の方は月額料金 ・要介護１～

・入浴加算に、

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

    介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を

申請中申請中申請中申請中の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。

9999 時１５分時１５分時１５分時１５分

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

（要支援の方は（要支援の方は（要支援の方は（要支援の方は

    午前午前午前午前 7777 時３０分～時３０分～時３０分～時３０分～

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる

ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。

午前午前午前午前 8888 時３０分～午後時３０分～午後時３０分～午後時３０分～午後

月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）

日曜日・年末年始日曜日・年末年始日曜日・年末年始日曜日・年末年始

日日日日 20202020 名名名名        

体験体験体験体験してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪

                                                                                    
機能訓練加算

   ※ 225／月

  ※ 225／月

 ※ 56／月

 ※ 56／月

 ※ 56／月

 ※ 56／月

 ※ 56／月

・要介護１～5 の方は日額料金

に、22/1000 

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を

の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。

時１５分時１５分時１５分時１５分    ～～～～    午後午後午後午後

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

（要支援の方は（要支援の方は（要支援の方は（要支援の方は、、、、時間外利用は時間外利用は時間外利用は時間外利用は

時３０分～時３０分～時３０分～時３０分～

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる

ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。

時３０分～午後時３０分～午後時３０分～午後時３０分～午後

月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）

日曜日・年末年始日曜日・年末年始日曜日・年末年始日曜日・年末年始    

            

してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪

                                                                                    
加算 サービス提供

／月 48

／月 96

／月  12

／月  12

／月 12

／月 12

／月 12

の方は日額料金

 の処遇改善加算が追加され

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を

の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。

午後午後午後午後 4444 時２０分時２０分時２０分時２０分

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

時間外利用は時間外利用は時間外利用は時間外利用は

時３０分～時３０分～時３０分～時３０分～        延長延長延長延長

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる

ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。ご自宅まで送迎いたします。    

時３０分～午後時３０分～午後時３０分～午後時３０分～午後 5555 時１５分時１５分時１５分時１５分

月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）

してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪

                                                                                    
サービス提供 食事/1

48／月 500 円

96／月 500 円

12／日 500 円

12／日 500 円

12／日 500 円

12／日 500 円

12／日 500 円

の方は日額料金になります。

の処遇改善加算が追加され

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を

の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。の方が対象になります。    

時２０分時２０分時２０分時２０分        

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

時間外利用は時間外利用は時間外利用は時間外利用はできませんできませんできませんできません

延長延長延長延長    午後午後午後午後

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる車椅子の方でも安心して乗車できる福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に

時１５分時１５分時１５分時１５分    

月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）月曜日～土曜日（祝日も通常営業中）    

してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪してみませんか♪（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）

                                                                                    
/1 食 利用合

円／日 4,4,4,4,2222

円／日 8,8,8,8,047047047047

円／日 1,2341,2341,2341,234

円／日 1,3551,3551,3551,355

円／日 1,4811,4811,4811,481

円／日 1,6071,6071,6071,607

円／日 1,7321,7321,7321,732

になります。 

の処遇改善加算が追加されています。

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。

介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を介護保険で、要支援・要介護認定を受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは

    

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

できませんできませんできませんできません。。。。））））    

午後午後午後午後 6666 時まで時まで時まで時まで

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に

        

（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）

                                                                                        

利用合計 その他

4,4,4,4,222231313131 円円円円    

8,8,8,8,047047047047 円円円円    

1,2341,2341,2341,234 円円円円    

1,3551,3551,3551,355 円円円円    

1,4811,4811,4811,481 円円円円    

1,6071,6071,6071,607 円円円円    

1,7321,7321,7321,732 円円円円    

ます。） 

※運動機能訓練は希望者に実施いたします。上記の料金表の合計には含まれておりません。 

受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。

時まで時まで時まで時まで    

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません

福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に

（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）

その他 

週週週週 1111 回回回回////月月月月 5555 回回回回

週週週週 2222 回回回回////月月月月 9999 回回回回

1111 日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額

1111 日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額

1111 日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額

1111 日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額

1111 日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額

受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは

要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。要介護認定を受けられた方は、時間外利用も利用できます。    

早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません早朝・延長を含めて、２時間以内の時間外利用は、追加利用金はかかりません。。。。

福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に福祉車両で職員が安全に    

（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）（昼食代含めて無料）    

回回回回    

回回回回    

日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額    

日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額 

日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額 

日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額 

日の利用金額日の利用金額日の利用金額日の利用金額 

受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは受けられた方、もしくは    
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