
要介護度
日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日）

介護費用 ¥3,096 ¥92,880 ¥2,064 ¥61,920 ¥1,032 ¥30,960 ¥1,032 ¥30,960 ¥1,032 ¥30,960

お部屋、お食事代、その他 ¥3,720 ¥111,600 ¥3,720 ¥111,600 ¥3,720 ¥111,600 ¥2,070 ¥62,100 ¥1,320 ¥39,600

利用合計金額 ¥6,816 ¥204,480 ¥5,784 ¥173,520 ¥4,752 ¥142,560 ¥3,102 ¥93,060 ¥2,352 ¥70,560

介護費用 ¥3,330 ¥99,900 ¥2,220 ¥66,600 ¥1,110 ¥33,300 ¥1,110 ¥33,300 ¥1,110 ¥33,300

お部屋、お食事代、その他 ¥3,720 ¥111,600 ¥3,720 ¥111,600 ¥3,720 ¥111,600 ¥2,070 ¥62,100 ¥1,320 ¥39,600

利用合計金額 ¥7,050 ¥211,500 ¥5,940 ¥178,200 ¥4,830 ¥144,900 ¥3,180 ¥95,400 ¥2,430 ¥72,900

介護費用 ¥3,558 ¥106,740 ¥2,372 ¥71,160 ¥1,186 ¥35,580 ¥1,186 ¥35,580 ¥1,186 ¥35,580

お部屋、お食事代、その他 ¥3,720 ¥111,600 ¥3,720 ¥111,600 ¥3,720 ¥111,600 ¥2,070 ¥62,100 ¥1,320 ¥39,600

利用合計金額 ¥7,278 ¥218,340 ¥6,092 ¥182,760 ¥4,906 ¥147,180 ¥3,256 ¥97,680 ¥2,506 ¥75,180

室料 ¥2,000 室料 ¥2,000 室料 ¥2,000 室料 ¥1,310 室料 ¥820

テレビ電気代 50 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390

各種電気製品代 20 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110

事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

※利用者様によっては療養食加算（6単位）、初期加算(30単位)、外泊時加算(246単位)など別途加算がある事があります。

要介護度
日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日） 日額 月額（30日）

介護費用 ¥2,778 ¥83,340 ¥1,852 ¥55,560 ¥926 ¥27,780 ¥926 ¥27,780 ¥926 ¥27,780 ¥926 ¥27,780

お部屋、お食事代、その他 ¥2,560 ¥76,800 ¥2,560 ¥76,800 ¥2,560 ¥76,800 ¥1,285 ¥38,550 ¥1,025 ¥30,750 ¥565 ¥16,950

利用合計金額 ¥5,338 ¥160,140 ¥4,412 ¥132,360 ¥3,486 ¥104,580 ¥2,211 ¥66,330 ¥1,951 ¥58,530 ¥1,491 ¥44,730

介護費用 ¥3,009 ¥90,270 ¥2,006 ¥60,180 ¥1,003 ¥30,090 ¥1,003 ¥30,090 ¥1,003 ¥30,090 ¥1,003 ¥30,090

お部屋、お食事代、その他 ¥2,560 ¥76,800 ¥2,560 ¥76,800 ¥2,560 ¥76,800 ¥1,285 ¥38,550 ¥1,025 ¥30,750 ¥565 ¥16,950

利用合計金額 ¥5,569 ¥167,070 ¥4,566 ¥136,980 ¥3,563 ¥106,890 ¥2,288 ¥68,640 ¥2,028 ¥60,840 ¥1,568 ¥47,040

介護費用 ¥3,234 ¥97,020 ¥2,156 ¥64,680 ¥1,078 ¥32,340 ¥1,078 ¥32,340 ¥1,078 ¥32,340 ¥1,078 ¥32,340

お部屋、お食事代、その他 ¥2,560 ¥76,800 ¥2,560 ¥76,800 ¥2,560 ¥76,800 ¥1,285 ¥38,550 ¥1,025 ¥30,750 ¥565 ¥16,950

利用合計金額 ¥5,794 ¥173,820 ¥4,716 ¥141,480 ¥3,638 ¥109,140 ¥2,363 ¥70,890 ¥2,103 ¥63,090 ¥1,643 ¥49,290

室料 ¥840 室料 ¥840 室料 ¥840 室料 ¥370 室料 ¥370 室料 ¥0
テレビ電気代 50 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390 食費 ¥300

各種電気製品代 20 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110

事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

※負担限度階層は市町村が発行する「介護保険負担限度認定証」です。

※利用者様によっては療養食加算（6単位）、初期加算(30単位)、外泊時加算(246単位)など別途加算がある事があります。

電気代

電気あんか、電気毛布
電気マット、CDラジカセ

ラジオ、液晶フォトフレーム
冷蔵庫など

負担限度：1段階

令和元年10月1日現在

電気あんか、電気毛布
電気マット、CDラジカセ

ラジオ、液晶フォトフレーム
冷蔵庫など

要介護３

要介護４

要介護５

※負担限度階層は市町村が発行する「介護保険負担限度認定証」です。

入　所（３人部屋）

2割負担 1割負担 負担限度：3段階 負担限度：2段階3割負担

<<１日の料金>>

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表

要介護３

要介護４

要介護５

入　所（個室）
令和元年10月1日現在

2割負担 1割負担 負担限度：3段階 負担限度：2段階3割負担

<<１日の料金>>

電気代



要介護度 限度額内利用
可能日数 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時

介護費用 26日 ¥2,169 ¥56,394 ¥1,446 ¥37,596 ¥723 ¥18,798 ¥723 ¥18,798 ¥723 ¥18,798
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥1,580 ¥41,080 ¥920 ¥23,920

16,692 利用合計金額 ¥5,429 ¥141,154 ¥4,706 ¥122,356 ¥3,983 ¥103,558 ¥2,303 ¥59,878 ¥1,643 ¥42,718
介護費用 27日 ¥2,397 ¥64,719 ¥1,598 ¥43,146 ¥799 ¥21,573 ¥799 ¥21,573 ¥799 ¥21,573
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥88,020 ¥3,260 ¥88,020 ¥3,260 ¥88,020 ¥1,580 ¥42,660 ¥920 ¥24,840

19,616 利用合計金額 ¥5,657 ¥152,739 ¥4,858 ¥131,166 ¥4,059 ¥109,593 ¥2,379 ¥64,233 ¥1,719 ¥46,413
介護費用 30日 ¥2,628 ¥78,840 ¥1,752 ¥52,560 ¥876 ¥26,280 ¥876 ¥26,280 ¥876 ¥26,280
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥1,580 ¥47,400 ¥920 ¥27,600

26,931 利用合計金額 ¥5,888 ¥176,640 ¥5,012 ¥150,360 ¥4,136 ¥124,080 ¥2,456 ¥73,680 ¥1,796 ¥53,880
介護費用 30日 ¥2,856 ¥85,680 ¥1,904 ¥57,120 ¥952 ¥28,560 ¥952 ¥28,560 ¥952 ¥28,560
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥1,580 ¥47,400 ¥920 ¥27,600

30,806 利用合計金額 ¥6,116 ¥183,480 ¥5,164 ¥154,920 ¥4,212 ¥126,360 ¥2,532 ¥75,960 ¥1,872 ¥56,160
介護費用 30日 ¥3,078 ¥92,340 ¥2,052 ¥61,560 ¥1,026 ¥30,780 ¥1,026 ¥30,780 ¥1,026 ¥30,780
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥1,580 ¥47,400 ¥920 ¥27,600

36,065 利用合計金額 ¥6,338 ¥190,140 ¥5,312 ¥159,360 ¥4,286 ¥128,580 ¥2,606 ¥78,180 ¥1,946 ¥58,380

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50
各種電気製品代 20 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390

朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

要介護度 限度額内
利用可能日数 日額

限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額 限度額内利用 日額
限度額内
利用時

介護費用 11日 ¥1,560 ¥17,160 ¥1,040 ¥11,440 ¥520 ¥5,720 ¥520 ¥5,720 ¥520 ¥5,720
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥35,860 ¥3,260 ¥35,860 ¥3,260 ¥35,860 ¥1,580 ¥17,380 ¥920 ¥10,120

5,003 利用合計金額 ¥4,820 ¥53,020 ¥4,300 ¥47,300 ¥3,780 ¥41,580 ¥2,100 ¥23,100 ¥1,440 ¥15,840

介護費用 18日 ¥1,875 ¥33,750 ¥1,250 ¥22,500 ¥625 ¥11,250 ¥625 ¥11,250 ¥625 ¥11,250
お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥58,680 ¥3,260 ¥58,680 ¥3,260 ¥58,680 ¥1,580 ¥28,440 ¥920 ¥16,560

10,473 利用合計金額 ¥5,135 ¥92,430 ¥4,510 ¥81,180 ¥3,885 ¥69,930 ¥2,205 ¥39,690 ¥1,545 ¥27,810

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390
各種電気製品代 20 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

※介護保険上、連続して30日を超えての利用はできません。連続した31日以上の利用は31日目が自己負担となります。
※１ヶ月の合計金額で計算した（10.0円を乗じた）場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
※利用者様によっては個別機能訓練加算（56単位）、療養食加算(18単位)、医療連携加算(58単位)など別途加算がある事があります。
　詳細はケアマネへお問い合わせ下さい。

令和元年10月1日現在

施設が認定するものではありません 詳しくは担当者までご相談ください

負担割合:1割 負担限度：2段階

¥420室料¥820室料

※負担限度階層は市町村が発行する「介護保険負担限度認定証」です。

負担割合:2割 負担限度：3段階

¥1,650¥1,650室料

負担限度額：2段階負担割合：2割

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフレー

ム、冷蔵庫　　　など

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフレー

ム、冷蔵庫　　　など

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表

¥1,650 ¥1,650

短期入所(ショート利用)

負担限度額：3段階

室料室料 ¥820 ¥420室料

要介護２

室料 ¥1,650

負担割合：1割負担割合：3割

室料

室料

要介護１

要介護５

予防短期

要介護３

要介護４

室料 ¥1,650

負担割合:3割

要支援１

要支援2



令和元年10月1日現在

要介護度
限度額内

利用
可能日数

初回
限度額内
減算無

1日自費
減算有

以降
限度額内
減算有

自費追加
31日分
減算有

初回
限度額内
減算無

1日自費
減算有

以降
限度額内
減算有

自費追加
31日分
減算有

初回
限度額内
減算無

1日自費
減算有

以降
限度額内
減算有

自費追加
31日分
減算有

介護費用 26日 ¥18,798 ¥6,887 ¥17,888 ¥85,903 ¥37,596 ¥13,774 ¥35,776 ¥138,226 ¥56,394 ¥20,661 ¥53,664 ¥190,549
お部屋、お食事代、その他 +1200 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥101,060 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥101,060 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥101,060

16,692 利用合計金額 ¥103,558 ¥10,147 ¥102,648 ¥186,963 ¥122,356 ¥17,034 ¥120,536 ¥239,286 ¥141,154 ¥23,921 ¥138,424 ¥291,609
介護費用 27日 ¥21,573 ¥7,636 ¥20,601 ¥75,495 ¥43,146 ¥15,272 ¥41,202 ¥126,640 ¥64,719.00 ¥22,908 ¥61,803 ¥177,785
お部屋、お食事代、その他 +900 ¥88,020 ¥3,260 ¥88,020 ¥101,060 ¥88,020 ¥3,260 ¥88,020 ¥101,060 ¥88,020 ¥3,260 ¥88,020 ¥101,060

19,616 利用合計金額 ¥109,593 ¥10,896 ¥108,621 ¥176,555 ¥131,166 ¥18,532 ¥129,222 ¥227,700 ¥152,739 ¥26,168 ¥149,823 ¥278,845
介護費用 30日 ¥26,280 ¥8,415 ¥25,230 ¥33,645 ¥52,560 ¥16,830 ¥50,460 ¥67,290 ¥78,840.00 ¥25,245 ¥75,744 ¥100,989
お部屋、お食事代、その他 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060

26,931 利用合計金額 ¥124,080 ¥11,675 ¥123,030 ¥134,705 ¥150,360 ¥20,090 ¥148,260 ¥168,350 ¥176,640 ¥28,505 ¥173,544 ¥202,049
介護費用 30日 ¥28,560 ¥9,173 ¥27,510 ¥36,683 ¥57,120 ¥18,346 ¥55,020 ¥73,366 ¥85,680.00 ¥27,519 ¥82,536 ¥110,055
お部屋、お食事代、その他 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060

30,806 利用合計金額 ¥126,360 ¥12,433 ¥125,310 ¥137,743 ¥154,920 ¥21,606 ¥152,820 ¥174,426 ¥183,480 ¥30,779 ¥180,336 ¥211,115
介護費用 30日 ¥30,780 ¥9,911 ¥29,730 ¥39,641 ¥61,560 ¥19,822 ¥59,460 ¥79,282 ¥92,340.00 ¥29,733 ¥89,229 ¥118,962
お部屋、お食事代、その他 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥101,060

36,065 利用合計金額 ¥128,580 ¥13,171 ¥127,530 ¥140,701 ¥159,360 ¥23,082 ¥157,260 ¥180,342 ¥190,140 ¥32,993 ¥187,029 ¥220,022

テレビレンタル 100

テレビ持込み 50

各種電気製品代 20 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500

朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110

事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

要介護度
限度額内

利用
可能日数

初回
限度額内
減算無

1日自費
減算有

以降
限度額内
減算有

自費追加
31日分
減算有

初回
限度額内
減算無

1日自費
減算有

以降
限度額内
減算有

自費追加
31日分
減算有

介護費用 26日 ¥18,798 ¥6,887 ¥17,888 ¥85,903 ¥18,798 ¥6,887 ¥17,888 ¥85,903
お部屋、お食事代、その他 ¥23,920 ¥3,260 ¥23,920 ¥40,220 ¥41,080 ¥3,260 ¥41,080 ¥57,380

16,692 利用合計金額 ¥42,718 ¥10,147 ¥41,808 ¥126,123 ¥59,878 ¥10,147 ¥58,968 ¥143,283
介護費用 27日 ¥21,573 ¥7,636 ¥20,601 ¥75,495 ¥44,388 ¥7,636 ¥20,601 ¥75,495
お部屋、お食事代、その他 ¥24,840 ¥3,260 ¥24,840 ¥37,880 ¥42,660 ¥3,260 ¥42,660 ¥55,700

19,616 利用合計金額 ¥46,413 ¥10,896 ¥45,441 ¥113,375 ¥87,048 ¥10,896 ¥63,261 ¥131,195
介護費用 30日 ¥26,280 ¥8,415 ¥25,230 ¥33,645 ¥21,781 ¥8,415 ¥25,230 ¥33,645
お部屋、お食事代、その他 ¥27,600 ¥3,260 ¥27,600 ¥30,860 ¥47,400 ¥3,260 ¥47,400 ¥50,660

26,931 利用合計金額 ¥53,880 ¥11,675 ¥52,830 ¥64,505 ¥69,181 ¥11,675 ¥72,630 ¥84,305
介護費用 30日 ¥28,560 ¥9,173 ¥27,510 ¥9,173 ¥23,657 ¥9,173 ¥27,510 ¥36,683
お部屋、お食事代、その他 ¥27,600 ¥3,260 ¥27,600 ¥30,860 ¥47,400 ¥3,260 ¥47,400 ¥50,660

30,806 利用合計金額 ¥56,160 ¥12,433 ¥55,110 ¥40,033 ¥71,057 ¥12,433 ¥74,910 ¥87,343
介護費用 30日 ¥30,780 ¥9,911 ¥29,730 ¥9,911 ¥25,506 ¥9,911 ¥29,730 ¥39,641
お部屋、お食事代、その他 ¥27,600 ¥3,260 ¥27,600 ¥30,860 ¥47,400 ¥3,260 ¥47,400 ¥50,660

36,065 利用合計金額 ¥58,380 ¥13,171 ¥57,330 ¥40,771 ¥72,906 ¥13,171 ¥77,130 ¥90,301

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50
各種電気製品代 20

おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

※負担限度階層は市町村が発行する「介護保険負担限度認定証」です。

　施設が認定するものではありません 詳しくは市役所へご相談ください。

※介護保険上、連続して30日を超えての利用はできません。連続した31日以上の利用は31日目が自己負担となります。

※１ヶ月の合計金額で計算した（10.0円を乗じた）場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。

※利用者様によっては個別機能訓練加算（56単位）、療養食加算(18単位)、医療連携加算(58単位)など別途加算がある事があります。

　詳細はケアマネへお問い合わせ下さい。

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表

短期入所(ロング利用)

限度額内利用日数以外の日（自
費）の日は介護費用部分のみ全額
自費となります。

＊介護保険限度額認定書（軽減、
減免）の対象の方につきましては
室料、食費も全額自費となります。

室料 ¥1,650

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフ

レーム、冷蔵庫　　　など

¥1,650

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフ

レーム、冷蔵庫　　　など

負担割合：1割 負担割合：2割 負担割合：3割

負担限度額：3段階負担限度額：2段階

室料 ¥820室料 ¥420

食費 ¥650食費 ¥390

室料 室料 ¥1,650

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護１

要介護３

要介護４

要介護５

要介護２

要介護１



<従来型多床室の場合>

要介護度 限度額内利用
可能日数 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時

介護費用 26日 ¥2,169 ¥56,394 ¥1,446 ¥37,596 ¥723 ¥18,798 ¥723 ¥18,798 ¥723 ¥18,798
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥63,700 ¥2,450 ¥63,700 ¥2,450 ¥63,700 ¥1,130 ¥29,380 ¥870 ¥22,620

16,692 利用合計金額 ¥4,619 ¥120,094 ¥3,896 ¥101,296 ¥3,173 ¥82,498 ¥1,853 ¥48,178 ¥1,593 ¥41,418
介護費用 27日 ¥2,397 ¥64,719 ¥1,598 ¥43,146 ¥799 ¥21,573 ¥799 ¥21,573 ¥799 ¥21,573
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥66,150 ¥2,450 ¥66,150 ¥2,450 ¥66,150 ¥1,130 ¥30,510 ¥1,130 ¥30,510

19,616 利用合計金額 ¥4,847 ¥130,869 ¥4,048 ¥109,296 ¥3,249 ¥87,723 ¥1,929 ¥52,083 ¥1,929 ¥52,083
介護費用 30日 ¥2,628 ¥78,840 ¥1,752 ¥52,560 ¥876 ¥26,280 ¥876 ¥26,280 ¥876 ¥26,280
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥1,130 ¥33,900 ¥870 ¥26,100

26,931 利用合計金額 ¥5,078 ¥152,340 ¥4,202 ¥126,060 ¥3,326 ¥99,780 ¥2,006 ¥60,180 ¥1,746 ¥52,380
介護費用 30日 ¥2,856 ¥85,680 ¥1,904 ¥57,120 ¥952 ¥28,560 ¥952 ¥28,560 ¥952 ¥28,560
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥1,130 ¥33,900 ¥870 ¥26,100

30,806 利用合計金額 ¥5,306 ¥159,180 ¥4,354 ¥130,620 ¥3,402 ¥102,060 ¥2,082 ¥62,460 ¥1,822 ¥54,660
介護費用 30日 ¥3,078 ¥92,340 ¥2,052 ¥61,560 ¥1,026 ¥30,780 ¥1,026 ¥30,780 ¥1,026 ¥30,780
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥1,130 ¥33,900 ¥870 ¥26,100

36,065 利用合計金額 ¥5,528 ¥165,840 ¥4,502 ¥135,060 ¥3,476 ¥104,280 ¥2,156 ¥64,680 ¥1,896 ¥56,880

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50
各種電気製品代 20 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390

朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

要介護度 限度額内
利用可能日数 日額

限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額 限度額内利用 日額
限度額内
利用時

介護費用 11日 ¥1,560 ¥17,160 ¥1,040 ¥11,440 ¥520 ¥5,720 ¥520 ¥5,720 ¥520 ¥5,720
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥26,950 ¥2,450 ¥26,950 ¥2,450 ¥26,950 ¥1,130 ¥12,430 ¥870 ¥9,570

5,003 利用合計金額 ¥4,010 ¥44,110 ¥3,490 ¥38,390 ¥2,970 ¥32,670 ¥1,650 ¥18,150 ¥1,390 ¥15,290

介護費用 18日 ¥1,875 ¥33,750 ¥1,250 ¥22,500 ¥625 ¥11,250 ¥625 ¥11,250 ¥625 ¥11,250
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥44,100 ¥2,450 ¥44,100 ¥2,450 ¥44,100 ¥1,130 ¥20,340 ¥870 ¥15,660

10,473 利用合計金額 ¥4,325 ¥77,850 ¥3,700 ¥66,600 ¥3,075 ¥55,350 ¥1,755 ¥31,590 ¥1,495 ¥26,910

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390
各種電気製品代 20 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

※介護保険上、連続して30日を超えての利用はできません。連続した31日以上の利用は31日目が自己負担となります。
※１ヶ月の合計金額で計算した（10.0円を乗じた）場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
※利用者様によっては個別機能訓練加算（56単位）、療養食加算(18単位)、医療連携加算(58単位)など別途加算がある事があります。
　詳細はケアマネへお問い合わせ下さい。

※負担限度階層は市町村が発行する「介護保険負担限度認定証」です。
施設が認定するものではありません 詳しくは担当者までご相談ください

負担割合：3割

室料 ¥840

負担割合:3割

室料 ¥840 室料 ¥840

室料

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフレー

ム、冷蔵庫　　　など

令和元年10月1日現在

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表(空床利用)

室料 ¥370 室料

短期入所(ショート利用)

負担割合：2割 負担割合：1割 負担限度額：3段階 負担限度額：2段階

¥370

要支援１

要支援2

室料 ¥840

¥370

負担限度：2段階

¥840 室料 ¥840 室料 ¥370 室料

負担限度：3段階

予防短期

負担割合:2割 負担割合:1割

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフレー

ム、冷蔵庫　　　など

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５



<ユニット型個室の場合>

ユニット型多床室の場合

要介護度 限度額内利用
可能日数 日額

限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

日額
限度額内
利用時

介護費用 23日 ¥2,463 ¥56,649 ¥1,642 ¥37,766 ¥821 ¥18,883 ¥821 ¥18,883 ¥821 ¥18,883
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥83,030 ¥3,610 ¥83,030 ¥3,610 ¥83,030 ¥2,070 ¥47,610 ¥1,320 ¥30,360

16,692 利用合計金額 ¥6,073 ¥139,679 ¥5,252 ¥120,796 ¥4,431 ¥101,913 ¥2,891 ¥66,493 ¥2,141 ¥49,243
介護費用 24日 ¥2,685 ¥64,440 ¥1,790 ¥42,960 ¥895 ¥21,480 ¥895 ¥21,480 ¥895 ¥21,480
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥86,640 ¥3,610 ¥86,640 ¥3,610 ¥86,640 ¥2,070 ¥49,680 ¥1,320 ¥31,680

19,616 利用合計金額 ¥6,295 ¥151,080 ¥5,400 ¥129,600 ¥4,505 ¥108,120 ¥2,965 ¥71,160 ¥2,215 ¥53,160
介護費用 30日 ¥2,928 ¥87,840 ¥1,952 ¥58,560 ¥976 ¥29,280 ¥976 ¥29,280 ¥976 ¥29,280
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥2,070 ¥62,100 ¥1,320 ¥39,600

26,931 利用合計金額 ¥6,538 ¥196,140 ¥5,562 ¥166,860 ¥4,586 ¥137,580 ¥3,046 ¥91,380 ¥2,296 ¥68,880
介護費用 30日 ¥3,156 ¥94,680 ¥2,104 ¥63,120 ¥1,052 ¥31,560 ¥1,052 ¥31,560 ¥1,052 ¥31,560
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥2,070 ¥62,100 ¥1,320 ¥39,600

30,806 利用合計金額 ¥6,766 ¥202,980 ¥5,714 ¥171,420 ¥4,662 ¥139,860 ¥3,122 ¥93,660 ¥2,372 ¥71,160
介護費用 30日 ¥3,378 ¥101,340 ¥2,252 ¥67,560 ¥1,126 ¥33,780 ¥1,126 ¥33,780 ¥1,126 ¥33,780
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥2,070 ¥62,100 ¥1,320 ¥39,600

36,065 利用合計金額 ¥6,988 ¥209,640 ¥5,862 ¥175,860 ¥4,736 ¥142,080 ¥3,196 ¥95,880 ¥2,446 ¥73,380

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50
各種電気製品代 20 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390

朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

要介護度 限度額内
利用可能日数 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額

限度額内
利用時 日額 限度額内利用 日額

限度額内
利用時

介護費用 11日 ¥1,812 ¥19,932 ¥1,208 ¥13,288 ¥604 ¥6,644 ¥604 ¥6,644 ¥604 ¥6,644
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥39,710 ¥3,610 ¥39,710 ¥3,610 ¥39,710 ¥2,070 ¥22,770 ¥1,320 ¥14,520

5,003 利用合計金額 ¥5,422 ¥59,642 ¥4,818 ¥52,998 ¥4,214 ¥46,354 ¥2,674 ¥29,414 ¥1,924 ¥21,164

介護費用 18日 ¥2,175 ¥39,150 ¥1,450 ¥26,100 ¥725 ¥13,050 ¥725 ¥13,050 ¥725 ¥13,050
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥64,980 ¥3,610 ¥64,980 ¥3,610 ¥64,980 ¥2,070 ¥37,260 ¥1,320 ¥23,760

10,473 利用合計金額 ¥5,785 ¥104,130 ¥5,060 ¥91,080 ¥4,335 ¥78,030 ¥2,795 ¥50,310 ¥2,045 ¥36,810

テレビレンタル 100
テレビ持込み 50 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥650 食費 ¥390
各種電気製品代 20 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570 朝食360　昼食570　夕食570

おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110
事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155 事務手数料 ¥155

（口座振替対象者のみ）

※介護保険上、連続して30日を超えての利用はできません。連続した31日以上の利用は31日目が自己負担となります。
※１ヶ月の合計金額で計算した（10.0円を乗じた）場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
※利用者様によっては個別機能訓練加算（56単位）、療養食加算(18単位)、医療連携加算(58単位)など別途加算がある事があります。
　詳細はケアマネへお問い合わせ下さい。

施設が認定するものではありません 詳しくは担当者までご相談ください
※負担限度階層は市町村が発行する「介護保険負担限度認定証」です。

室料 ¥820¥2,000 室料 ¥1,310

要支援１

要支援2

室料 ¥2,000 室料室料 ¥2,000

要介護５

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフレー

ム、冷蔵庫　　　など

¥820

予防短期

負担割合:2割 負担割合:1割 負担限度：3段階 負担限度：2段階

¥2,000 室料 ¥2,000 室料 ¥1,310 室料室料

電気あんか、電気毛布、電気マット、
CDラジカセ、ラジオ、液晶フォトフレー

ム、冷蔵庫　　　など

室料 ¥2,000

負担割合:3割

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表(空床利用)

短期入所(ショート利用)

負担割合：2割 負担割合：1割 負担限度額：3段階 負担限度額：2段階
令和元年10月1日現在

負担割合：3割

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４


