
フルハウスサービスフルハウスサービスフルハウスサービスフルハウスサービス利用料金利用料金利用料金利用料金のののの目安目安目安目安    
・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）ご利用料金 
1.基本料金 

 第１フルハウス 

小規模従来型個室 

第１フルハウス 

小規模多床室 

第１フルハウス 

小規模ユニット個室 

第２フルハウス 

ユニット型個室 

要介護１ 738 単位 789 単位 808 単位 659 単位 

要介護２ 804 単位 853 単位 874 単位 729 単位 

要介護３ 875 単位 924 単位 945 単位 802 単位 

要介護４ 941 単位 989 単位 1012 単位 872 単位 

要介護５ 1007 単位 1054 単位 1078 単位 941 単位 

2.加算料金 

外泊時加算（6 日を限度） 246 単位 

初期加算（入所の日から 30 日間） 30 単位 

日常生活継続支援加算 23 単位 

看護体制加算 4or６or8 単位 

夜間職員配置加算 27 単位 

栄養マネジメント加算 14 単位 

3. 介護職員処遇改善加算 
  上記の所定単位数に 2.5%の加算率を乗じた単位数を算定する。 
4.居住費食費の負担額 

 従来型個室 多床室 ユニット型個室 食費 

第 1 段階 ￥320  ￥0  ￥820  ￥300  

第 2 段階 ￥420  ￥320  ￥820  ￥390  

第 3 段階 ￥820  ￥320  ￥1310  ￥650  

第 4 段階 ￥1150  ￥320  ￥1970or￥2200 ￥1380or￥1500 

5.その他必要な料金 

おやつ代（希望者） ￥80 

理髪サービス（月 1 回） ￥1500～2000 

貴重品管理（通帳等） ￥1500 

電化製品使用量（1 日 1 点につき） ￥30 

日用品費及びクラブ活動費 実費を請求 

 
・ショートステイ（短期入所生活介護）ご利用料金 
1.基本料金 

併設短期入所生活介護費 従来型個室（Ⅰ） 多床室（Ⅱ） ユニット型個室（第二） 

要支援１ 455 単位 499 単位 533 単位 

要支援２ 566 単位 614 単位 662 単位 

要介護１ 609 単位 682 単位 711 単位 

要介護２ 679 単位 751 単位 781 単位 

要介護３ 751 単位 822 単位 854 単位 

要介護４ 821 単位 891 単位 924 単位 

要介護５ 890 単位 959 単位 993 単位 

2.加算料金 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算 6 単位加算 

送迎加算（片道） 184 単位加算 

3. 介護職員処遇改善加算 
  上記の所定単位数に 2.5%の加算率を乗じた単位数を算定する。 
4.居住費食費の負担額 
  特別養護老人ホームと同金額 
5.その他必要な料金 

おやつ代（希望者） ￥80 

理髪サービス（月 1 回） ￥1500～2000 

日用品費及びクラブ活動費 実費を請求 



 
・デイサービス（通所介護及び認知症対応型通所介護）ご利用料金 
1.基本料金 

 通所介護 認知症対応型通所介護 

要支援１ 2099 単位（1 月） 466 単位 

要支援２ 4205 単位（1 月） 493 単位 

要介護１ 690 単位 503 単位 

要介護２ 811 単位 521 単位 

要介護３ 937 単位 539 単位 

要介護４ 1063 単位 557 単位 

要介護５ 1188 単位 575 単位 

2.加算料金（一部） 

サービス提供体制強化加算 6 単位 

機能訓練加算 42or50 単位 

入浴介助を行った場合 50 単位 

生活機能向上加算 100 単位 

3. 介護職員処遇改善加算 
  上記の所定単位数に 1.9%又は 2.9%の加算率を乗じた単位数を算定する。 
4.その他必要な料金（全額自己負担となるサービス） 

食費 \450or\500 

おやつ代（希望者） ￥80 

紙おむつ ￥150 

キャッチ ￥50 

 
 
・グループホーム（認知症対応型共同生活介護）ご利用料金 
1.基本料金 

要支援２ 798 単位 

要介護１ 802 単位 

要介護２ 840 単位 

要介護３ 865 単位 

要介護４ 882 単位 

要介護５ 900 単位 

2.加算料金（一部） 

初期加算（入所の日から 30 日間） 30 単位加算 

サービス提供体制強化加算 12 単位加算 

3. 介護職員処遇改善加算 
  上記の所定単位数に 3.9%の加算率を乗じた単位数を算定する。 
4.その他必要な料金（全額自己負担となるサービス） 

管理費（居住費を含む） ￥45,000 

水道光熱費 ￥9,000 

食材費 （日額）￥1400 

日用品・教養娯楽費 （日額）￥300 

貴重品管理（通帳等） ￥1500 

 
 
 
※地域区分（全てのサービスについて適応） 
  フルハウスについては、三重県津市香良洲町内にて各事業のサービスを行っています。 
  平成 24 年度より平成 26 年度までの間、三重県津市については、「6 級地」に該当し、

所定単位数に「1.4%又は 1.7%」の適応地域上乗せ割合が発生します。 
 
 
 


