
令和4年6月1日現在
①　介護サービス費

○　ユニット型個室

○　多床室

※介護サービス費には、個別機能訓練加算、栄養マネジメント強化加算、日常生活継続支援加算1（多床室）
　看護体制加算Ⅰｲ（多床室）・Ⅰﾛ（個室）、サービス提供体制加算Ⅱ（個室）が含まれます。
※入所後30日間は､初期加算が追加されます。
※上記以外にも月毎に加算算定があります。また個別の状態に応じて加算される場合があります。

②　食費・居住費

※介護保険負担限度額認定を受けている方は､認定証に記載されている負担限度額となります。

特別養護老人ホーム　まほろばの里たいわ　料金表一覧

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

(1) 介護サービス費 ¥6,970 ¥7,650 ¥8,380 ¥9,070 ¥9,740

利用者負担額１割 ¥697 ¥765 ¥838 ¥907 ¥974

利用者負担額２割 ¥1,394 ¥1,530 ¥1,676 ¥1,814 ¥1,948

利用者負担額３割 ¥2,091 ¥2,295 ¥2,514 ¥2,721 ¥2,922

月額料金
(１割負担） ¥20,910 ¥22,950 ¥25,140 ¥27,210 ¥29,220

月額料金
(2割負担) ¥41,820 ¥45,900 ¥50,280 ¥54,420 ¥58,440

月額料金
(3割負担) ¥62,730 ¥68,850 ¥75,420 ¥81,630 ¥87,660

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

(1) 介護サービス費 ¥6,380 ¥7,060 ¥7,770 ¥8,450 ¥9,120

利用者負担額１割 ¥638 ¥706 ¥777 ¥845 ¥912

利用者負担額２割 ¥1,276 ¥1,412 ¥1,554 ¥1,690 ¥1,824

利用者負担額３割 ¥1,914 ¥2,118 ¥2,331 ¥2,535 ¥2,736

月額料金
(１割負担） ¥19,140 ¥21,180 ¥23,310 ¥25,350 ¥27,360

月額料金
(2割負担) ¥38,280 ¥42,360 ¥46,620 ¥50,700 ¥54,720

月額料金
(3割負担) ¥57,420 ¥63,540 ¥69,930 ¥76,050 ¥82,080

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

食費 ¥300 ¥390 ¥650 ¥1,360 ¥1,445

居住費
個室 ¥820 ¥820 ¥1,310 ¥1,310 ¥2,006

多床室 ¥0 ¥370 ¥370 ¥370 ¥855

日額
個室 ¥1,120 ¥1,210 ¥1,960 ¥2,670 ¥3,451

多床室 ¥300 ¥760 ¥1,020 ¥1,730 ¥2,300

月額(３０日)

個室 ¥33,600 ¥36,300 ¥58,800 ¥80,100 ¥103,530

多床室 ¥9,000 ¥22,800 ¥30,600 ¥51,900 ¥69,000



利用料金例　　　(月30日の場合)

例１ 要介護度５､介護保険負担限度額認定が第２段階の方で、多床室をご利用の場合

①介護サービス費　+　②食費・居住費　×　３０日　＝　\５０，１６０

※　その他ご利用に応じて加算される料金があります。

例2 要介護度５､介護保険負担限度額認定が第４段階の方で、個室をご利用の場合

①介護サービス費　+　②食費・居住費　×　３０日　＝　\１３２，７５０

※　その他ご利用に応じて加算される料金があります。

③その他の料金

理・美容代 実費負担

貴重品管理費 月額　

日用品代 実費負担

電気使用料
（居室内で家電製品を使用された場合） 1日 1品　 ¥50

※　洗濯については､施設で行なうため､料金はいただきません。

※　その他､ご利用に応じて加算される料金があります。詳しくは､担当相談員までお尋ねください。

月額利用料金　＝　①　介護サービス費（月額）　＋　②　食費・居住費（月額）

¥1,500



①　介護サービス費

○　ユニット型個室

※介護サービス費には、サービス提供体制加算Ⅲ、看護体制加算Ⅰ、機能訓練体制加算が含まれます。

※個別機能訓練加算は実施した場合のみ加算されます。
※自宅から施設間の送迎を希望される場合は片道\184追加となります。（往復で\368となります）

②　食費・居住費

※介護保険負担限度額認定を受けている方は､認定証に記載されている負担限度額となります。

③その他の料金

理・美容代 実費負担

貴重品管理費 月額　

日用品代 実費負担

電気使用料
（居室内で家電製品を使用された場合） １日　

※　洗濯については､施設で行なうため､料金はいただきません。

※　その他､ご利用に応じて加算される料金があります。詳しくは､担当相談員までお尋ねください。

まほろばの里たいわ　短期入所生活介護　料金表一覧

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

(1) 介護サービス費 ¥5,410 ¥6,670 ¥7,180 ¥7,860 ¥8,600 ¥9,300 ¥9,980

利用者負担額１割 ¥541 ¥667 ¥718 ¥786 ¥860 ¥930 ¥998

利用者負担額２割 ¥1,082 ¥1,334 ¥1,436 ¥1,572 ¥1,720 ¥1,860 ¥1,996

利用者負担額３割 ¥1,623 ¥2,001 ¥2,154 ¥2,358 ¥2,580 ¥2,790 ¥2,994

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

食費 ¥300 ¥600 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,445

居住費 ¥820 ¥820 ¥1,310 ¥1,310 ¥2,006

日　額 ¥1,120 ¥1,420 ¥2,310 ¥2,610 ¥3,451

月額利用料金　＝　①　介護サービス費（月額）　＋　②　食費・居住費（月額）

¥1,500

¥50



①　介護サービス費

ご利用時間が6時間以上7時間未満の場合

ご利用時間が7時間以上8時間未満の場合

※ ご利用に応じて追加される加算があります。詳しくは担当相談員へお尋ね下さい。

②　食費　 １日 (おやつ代込）

③　その他の料金　　（利用希望があれば、加算されます）

理・美容代 実費負担

④　介護予防サービス費（１ヶ月の料金） ※要支援の方が対象です。

左記の利用料金にはサービス提供加算
が含まれております。

まほろばの里　たいわ　デイサービスセンター　料金表一覧

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

(1)介護サービス費 ¥5,810 ¥6,860 ¥7,920 ¥8,970 ¥10,030

利用者負担額１割 ¥581 ¥686 ¥792 ¥897 ¥1,003

利用者負担額２割 ¥1,162 ¥1,372 ¥1,584 ¥1,794 ¥2,006

利用者負担額３割 ¥1,743 ¥2,058 ¥2,376 ¥2,691 ¥3,009

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

(1)介護サービス費 ¥6,550 ¥7,730 ¥8,960 ¥10,180 ¥11,420

利用者負担額１割 ¥655 ¥773 ¥896 ¥1,018 ¥1,142

利用者負担額２割 ¥1,310 ¥1,546 ¥1,792 ¥2,036 ¥2,284

利用者負担額３割 ¥1,965 ¥2,319 ¥2,688 ¥3,054 ¥3,426

¥500

利用料金　＝　①　介護サービス費　＋　②　食費　×　ご利用日数

利用者負担額1割 利用者負担額2割 利用者負担額3割

入浴加算 ¥400 ¥40 ¥80 ¥120

個別機能訓練加算Ⅰ（ﾛ） ¥850 ¥85 ¥170 ¥255

要支援1 要支援2

(1)介護サービス費 ¥16,720 ¥34,280

利用者負担額３割 ¥5,016 ¥10,284

利用者負担額１割 ¥1,672 ¥3,428

利用者負担額２割 ¥3,344 ¥6,856


