
要介護度 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日）

介護費用 ¥3,135 ¥97,185 ¥2,090 ¥64,790 ¥1,045 ¥32,395 ¥1,045 ¥32,395 ¥1,045 ¥32,395 ¥1,045 ¥32,395

お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥111,910 ¥3,610 ¥111,910 ¥3,610 ¥111,910 ¥2,780 ¥86,180 ¥2,070 ¥64,170 ¥1,320 ¥40,920

利用合計金額 ¥6,745 ¥209,095 ¥5,700 ¥176,700 ¥4,655 ¥144,305 ¥3,825 ¥118,575 ¥3,115 ¥96,565 ¥2,365 ¥73,315

介護費用 ¥3,372 ¥104,532 ¥2,248 ¥69,688 ¥1,124 ¥34,844 ¥1,124 ¥34,844 ¥1,124 ¥34,844 ¥1,124 ¥34,844

お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥111,910 ¥3,610 ¥111,910 ¥3,610 ¥111,910 ¥2,780 ¥86,180 ¥2,070 ¥64,170 ¥1,320 ¥40,920

利用合計金額 ¥6,982 ¥216,442 ¥5,858 ¥181,598 ¥4,734 ¥146,754 ¥3,904 ¥121,024 ¥3,194 ¥99,014 ¥2,444 ¥75,764

介護費用 ¥3,600 ¥111,600 ¥2,400 ¥74,400 ¥1,200 ¥37,200 ¥1,200 ¥37,200 ¥1,200 ¥37,200 ¥1,200 ¥37,200

お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥111,910 ¥3,610 ¥111,910 ¥3,610 ¥111,910 ¥2,780 ¥86,180 ¥2,070 ¥64,170 ¥1,320 ¥40,920

利用合計金額 ¥7,210 ¥223,510 ¥6,010 ¥186,310 ¥4,810 ¥149,110 ¥3,980 ¥123,380 ¥3,270 ¥101,370 ¥2,520 ¥78,120

室料 ¥2,000 室料 ¥2,000 室料 ¥2,000 室料 ¥1,310 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 ¥1,360 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 おやつ ¥110

事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

（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)、安全対策体制加算（20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（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日） 日額 月額（31日）

介護費用 ¥2,817 ¥87,327 ¥1,878 ¥58,218 ¥939 ¥29,109 ¥939 ¥29,109 ¥939 ¥29,109 ¥939 ¥29,109
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥75,950 ¥2,450 ¥75,950 ¥2,450 ¥75,950 ¥1,840 ¥57,040 ¥1,130 ¥35,030 ¥870 ¥26,970 ¥410 ¥12,710
利用合計金額 ¥5,267 ¥163,277 ¥4,328 ¥134,168 ¥3,389 ¥105,059 ¥2,779 ¥86,149 ¥2,069 ¥64,139 ¥1,809 ¥56,079 ¥410 ¥12,710
介護費用 ¥3,051 ¥94,581 ¥2,034 ¥63,054 ¥1,017 ¥31,527 ¥1,017 ¥31,527 ¥1,017 ¥31,527 ¥1,017 ¥31,527
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥75,950 ¥2,450 ¥75,950 ¥2,450 ¥75,950 ¥1,840 ¥57,040 ¥1,130 ¥35,030 ¥870 ¥26,970 ¥410 ¥12,710

利用合計金額 ¥5,501 ¥170,531 ¥4,484 ¥139,004 ¥3,467 ¥107,477 ¥2,857 ¥88,567 ¥2,147 ¥66,557 ¥1,887 ¥58,497 ¥410 ¥12,710

介護費用 ¥3,279 ¥101,649 ¥2,186 ¥67,766 ¥1,093 ¥33,883 ¥1,093 ¥33,883 ¥1,093 ¥33,883 ¥1,093 ¥33,883

お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥75,950 ¥2,450 ¥75,950 ¥2,450 ¥75,950 ¥1,840 ¥57,040 ¥1,130 ¥35,030 ¥870 ¥26,970 ¥410 ¥12,710

利用合計金額 ¥5,729 ¥177,599 ¥4,636 ¥143,716 ¥3,543 ¥109,833 ¥2,933 ¥90,923 ¥2,223 ¥68,913 ¥1,963 ¥60,853 ¥410 ¥12,710

室料 ¥840 室料 ¥840 室料 ¥840 室料 ¥370 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 ¥1,360 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 おやつ ¥110

事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

（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)、安全対策体制加算（20単位）など別途加算がある事があります。

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日の料金>>

要介護３

要介護４

要介護５

<<１日の料金>>

電気代

負担限度：1段階

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

2割負担 1割負担 負担限度：3段階② 負担限度：2段階3割負担

入　所（３人部屋）

負担限度：3段階①

令和３年10月1日現在

森目ホーム　ぶる～夢　料金一覧表 大野市森目6-16-3
ＴＥＬ　0779-64-5689

電気代

入　所（個室）

3割負担 2割負担 1割負担 負担限度：3段階② 負担限度：2段階負担限度：3段階①

令和３年10月1日現在



限度額：1段階

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

日額 限度額内
利用時

日額

介護費用 26日 ¥2,139 ¥55,614 ¥1,426 ¥37,076 ¥713 ¥18,538 ¥713 ¥18,538 ¥713 ¥18,538 ¥713 ¥18,538

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥3,260 ¥84,760 ¥2,230 ¥57,980 ¥1,930 ¥50,180 ¥1,130 ¥29,380

16,692 利用合計金額 ¥5,399 ¥140,374 ¥4,686 ¥121,836 ¥3,973 ¥103,298 ¥2,943 ¥76,518 ¥2,643 ¥68,718 ¥1,843 ¥47,918

介護費用 28日 ¥2,370 ¥66,360 ¥1,580 ¥44,240 ¥790 ¥22,120 ¥790 ¥22,120 ¥790 ¥22,120 ¥790 ¥22,120

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥91,280 ¥3,260 ¥91,280 ¥3,260 ¥91,280 ¥2,230 ¥62,440 ¥1,930 ¥54,040 ¥1,130 ¥31,640

19,705 利用合計金額 ¥5,630 ¥157,640 ¥4,840 ¥135,520 ¥4,050 ¥113,400 ¥3,020 ¥84,560 ¥2,720 ¥76,160 ¥1,920 ¥53,760

介護費用 30日 ¥2,610 ¥78,300 ¥1,740 ¥52,200 ¥870 ¥26,100 ¥870 ¥26,100 ¥870 ¥26,100 ¥870 ¥26,100

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥2,230 ¥66,900 ¥1,930 ¥57,900 ¥1,130 ¥33,900

26,931 利用合計金額 ¥5,870 ¥176,100 ¥5,000 ¥150,000 ¥4,130 ¥123,900 ¥3,100 ¥93,000 ¥2,800 ¥84,000 ¥2,000 ¥60,000

介護費用 30日 ¥2,838 ¥85,140 ¥1,892 ¥56,760 ¥946 ¥28,380 ¥946 ¥28,380 ¥946 ¥28,380 ¥946 ¥28,380

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥2,230 ¥66,900 ¥1,930 ¥57,900 ¥1,130 ¥33,900

30,806 利用合計金額 ¥6,098 ¥182,940 ¥5,152 ¥154,560 ¥4,206 ¥126,180 ¥3,176 ¥95,280 ¥2,876 ¥86,280 ¥2,076 ¥62,280

介護費用 30日 ¥3,066 ¥91,980 ¥2,044 ¥61,320 ¥1,022 ¥30,660 ¥1,022 ¥30,660 ¥1,022 ¥30,660 ¥1,022 ¥30,660

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥3,260 ¥97,800 ¥2,230 ¥66,900 ¥1,930 ¥57,900 ¥1,130 ¥33,900

36,065 利用合計金額 ¥6,326 ¥189,780 ¥5,304 ¥159,120 ¥4,282 ¥128,460 ¥3,252 ¥97,560 ¥2,952 ¥88,560 ¥2,152 ¥64,560

テレビレンタル 100 室料

テレビ持込み 50 ¥320
各種電気製品代 20 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食費 ¥1,300 食費 ¥1,000 食費 ¥600 食費

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 ¥300

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

事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 ¥105

（口座振替対象者のみ）

限度：1段階

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

日額 限度額内
利用時

日額

介護費用 10日 ¥1,599 ¥15,990 ¥1,066 ¥10,660 ¥533 ¥5,330 ¥533 ¥5,330 ¥533 ¥5,330 ¥533 ¥5,330

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥32,600 ¥3,260 ¥32,600 ¥3,260 ¥32,600 ¥2,230 ¥22,300 ¥1,930 ¥19,300 ¥1,130 ¥11,300

5,003 利用合計金額 ¥4,859 ¥48,590 ¥4,326 ¥43,260 ¥3,793 ¥37,930 ¥2,763 ¥27,630 ¥2,463 ¥24,630 ¥1,663 ¥16,630

介護費用 18日 ¥1,920 ¥34,560 ¥1,280 ¥23,040 ¥640 ¥11,520 ¥640 ¥11,520 ¥640 ¥11,520 ¥640 ¥11,520

お部屋、お食事代、その他 ¥3,260 ¥58,680 ¥3,260 ¥58,680 ¥3,260 ¥58,680 ¥2,230 ¥40,140 ¥1,930 ¥34,740 ¥1,130 ¥20,340

10,473 利用合計金額 ¥5,180 ¥93,240 ¥4,540 ¥81,720 ¥3,900 ¥70,200 ¥2,870 ¥51,660 ¥2,570 ¥46,260 ¥1,770 ¥31,860

テレビレンタル 100 室料

テレビ持込み 50 ¥320

各種電気製品代 20 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,500 食事 ¥1,300 食費 ¥1,000 食費 ¥600 食費

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 ¥300

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

事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 ¥105

（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。

負担限度額：3段階②

室料 ¥820

負担限度：3段階②

要支援１

短期入所(ショート利用)

要介護２

室料 ¥1,650

負担割合：1割負担割合：3割

室料

室料 ¥1,650

負担割合:3割

要支援2

要介護１

要介護５

予防短期

要介護３

要介護４

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

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表

¥1,650 ¥1,650

負担限度額：3段階①

室料室料 ¥820 ¥420室料室料

大野市森目6-16-3
ＴＥＬ　0779-64-5689

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３年10月1日現在

室料 ¥820

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

¥1,650¥1,650室料



令和３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 ¥18,538 ¥6,785 ¥17,628 ¥80,833 ¥37,076 ¥13,570 ¥35,256 ¥132,386 ¥55,614 ¥20,355 ¥52,884 ¥183,939
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 ¥103,298 ¥10,045 ¥102,388 ¥181,893 ¥121,836 ¥16,830 ¥120,016 ¥233,446 ¥140,374 ¥23,615 ¥137,644 ¥284,999

介護費用 28日 ¥22,120 ¥7,544 ¥21,112 ¥70,418 ¥44,240 ¥15,088 ¥42,224 ¥121,706 ¥66,360 ¥22,632 ¥63,336 ¥172,994
お部屋、お食事代、その他 +900 ¥91,280 ¥3,260 ¥91,280 ¥101,060 ¥91,280 ¥3,260 ¥91,280 ¥101,060 ¥91,280 ¥3,260 ¥91,280 ¥101,060

19,705 利用合計金額 ¥113,400 ¥10,804 ¥112,392 ¥171,478 ¥135,520 ¥18,348 ¥133,504 ¥222,766 ¥157,640 ¥25,892 ¥154,616 ¥274,054

介護費用 30日 ¥26,100 ¥8,343 ¥25,020 ¥33,363 ¥52,200 ¥16,686 ¥50,040 ¥66,726 ¥78,300 ¥25,029 ¥75,102 ¥100,131
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 ¥123,900 ¥11,603 ¥122,820 ¥134,423 ¥150,000 ¥19,946 ¥147,840 ¥167,786 ¥176,100 ¥28,289 ¥172,902 ¥201,191

介護費用 30日 ¥28,380 ¥9,112 ¥27,330 ¥36,442 ¥56,760 ¥18,224 ¥54,660 ¥72,884 ¥85,140 ¥27,336 ¥81,996 ¥109,332
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 ¥126,180 ¥12,372 ¥125,130 ¥137,502 ¥154,560 ¥21,484 ¥152,460 ¥173,944 ¥182,940 ¥30,596 ¥179,796 ¥210,392

介護費用 30日 ¥30,660 ¥9,870 ¥29,610 ¥39,480 ¥61,320 ¥19,740 ¥59,220 ¥78,960 ¥91,980 ¥29,610 ¥88,788 ¥118,398
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 ¥128,460 ¥13,130 ¥127,410 ¥140,540 ¥159,120 ¥23,000 ¥157,020 ¥180,020 ¥189,780 ¥32,870 ¥186,588 ¥219,458

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 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

1段階

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

1日自費
減算有

介護費用 26日 ¥18,538 ¥6,785 ¥17,628 ¥80,833 ¥18,538 ¥6,785 ¥17,628 ¥80,833 ¥18,538 ¥6,785 ¥17,628 ¥80,833 ¥6,785

お部屋、お食事代、その他 ¥29,380 ¥3,260 ¥29,380 ¥45,680 ¥50,180 ¥3,260 ¥50,180 ¥66,480 ¥57,980 ¥3,260 ¥57,980 ¥74,280 ¥3,260

16,692 利用合計金額 ¥47,918 ¥10,045 ¥47,008 ¥126,513 ¥68,718 ¥10,045 ¥67,808 ¥147,313 ¥76,518 ¥10,045 ¥75,608 ¥155,113 ¥10,045

介護費用 28日 ¥22,120 ¥7,544 ¥21,112 ¥70,418 ¥22,120 ¥7,544 ¥21,112 ¥70,418 ¥22,120 ¥7,544 ¥21,112 ¥70,418 ¥7,544

お部屋、お食事代、その他 ¥31,640 ¥3,260 ¥31,640 ¥43,550 ¥54,040 ¥3,260 ¥54,040 ¥67,080 ¥62,440 ¥3,260 ¥62,440 ¥75,480 ¥3,260

19,705 利用合計金額 ¥53,760 ¥10,804 ¥52,752 ¥113,968 ¥76,160 ¥10,804 ¥75,152 ¥137,498 ¥84,560 ¥10,804 ¥83,552 ¥145,898 ¥10,804

介護費用 30日 ¥26,100 ¥8,343 ¥25,020 ¥33,363 ¥21,612 ¥8,343 ¥25,020 ¥33,363 ¥21,612 ¥8,343 ¥25,020 ¥33,363 ¥8,343

お部屋、お食事代、その他 ¥33,900 ¥3,260 ¥33,900 ¥37,160 ¥57,900 ¥3,260 ¥57,900 ¥61,160 ¥66,900 ¥3,260 ¥66,900 ¥70,160 ¥3,260

26,931 利用合計金額 ¥60,000 ¥11,603 ¥58,920 ¥70,523 ¥79,512 ¥11,603 ¥82,920 ¥94,523 ¥88,512 ¥11,603 ¥91,920 ¥103,523 ¥11,603

介護費用 30日 ¥28,380 ¥9,112 ¥27,330 ¥36,442 ¥23,516 ¥9,112 ¥27,330 ¥36,442 ¥23,516 ¥9,112 ¥27,330 ¥36,442 ¥9,112

お部屋、お食事代、その他 ¥33,900 ¥3,260 ¥33,900 ¥37,160 ¥57,900 ¥3,260 ¥57,900 ¥61,160 ¥66,900 ¥3,260 ¥66,900 ¥70,160 ¥3,260

30,806 利用合計金額 ¥62,280 ¥12,372 ¥61,230 ¥73,602 ¥81,416 ¥12,372 ¥85,230 ¥97,602 ¥90,416 ¥12,372 ¥94,230 ¥106,602 ¥12,372

介護費用 30日 ¥30,660 ¥9,870 ¥29,610 ¥39,480 ¥25,392 ¥9,870 ¥29,610 ¥39,480 ¥25,392 ¥9,870 ¥29,610 ¥39,480 ¥9,870

お部屋、お食事代、その他 ¥33,900 ¥3,260 ¥33,900 ¥37,160 ¥57,900 ¥3,260 ¥57,900 ¥61,160 ¥66,900 ¥3,260 ¥66,900 ¥70,160 ¥3,260

36,065 利用合計金額 ¥64,560 ¥13,130 ¥63,510 ¥76,640 ¥83,292 ¥13,130 ¥87,510 ¥100,640 ¥92,292 ¥13,130 ¥96,510 ¥109,640 ¥13,130

テレビレンタル 100 室料 ¥420 室料 ¥820 室料 ¥820 室料 ¥320

テレビ持込み 50 食費 ¥600 食費 ¥1,000 食費 ¥1,300 食費 ¥300

各種電気製品代 20 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110 おやつ ¥110

事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

※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。※令和3年9月末までの間、0.1％の上乗せとなります。

　詳細はケアマネへお問い合わせ下さい。

令和3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

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。

負担限度額：3段階②

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

要介護２

要介護３

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

負担限度額：3段階①負担限度額：2段階

森目ホーム　ぶるー夢　料金一覧表

短期入所(ロング利用)

室料 ¥1,650¥1,650

負担割合：1割 負担割合：2割 負担割合：3割

室料 室料 ¥1,650



<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

日額
限度額内
利用時

介護費用 26日 ¥2,139 ¥55,614 ¥1,426 ¥37,076 ¥713 ¥18,538 ¥713 ¥18,538 ¥713 ¥18,538 ¥713 ¥18,538
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥63,700 ¥2,450 ¥63,700 ¥2,450 ¥63,700 ¥1,780 ¥46,280 ¥1,480 ¥38,480 ¥1,080 ¥28,080

16,692 利用合計金額 ¥4,589 ¥119,314 ¥3,876 ¥100,776 ¥3,163 ¥82,238 ¥2,493 ¥64,818 ¥2,193 ¥57,018 ¥1,793 ¥46,618

介護費用 28日 ¥2,370 ¥66,360 ¥1,580 ¥44,240 ¥790 ¥22,120 ¥790 ¥22,120 ¥790 ¥22,120 ¥790 ¥22,120
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥68,600 ¥2,450 ¥68,600 ¥2,450 ¥68,600 ¥1,780 ¥49,840 ¥1,480 ¥41,440 ¥1,080 ¥30,240

19,705 利用合計金額 ¥4,820 ¥134,960 ¥4,030 ¥112,840 ¥3,240 ¥90,720 ¥2,570 ¥71,960 ¥2,270 ¥63,560 ¥1,870 ¥52,360

介護費用 30日 ¥2,610 ¥78,300 ¥1,740 ¥52,200 ¥870 ¥26,100 ¥870 ¥26,100 ¥870 ¥26,100 ¥870 ¥26,100
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥1,780 ¥53,400 ¥1,480 ¥44,400 ¥1,080 ¥32,400

26,931 利用合計金額 ¥5,060 ¥151,800 ¥4,190 ¥125,700 ¥3,320 ¥99,600 ¥2,650 ¥79,500 ¥2,350 ¥70,500 ¥1,950 ¥58,500

介護費用 30日 ¥2,838 ¥85,140 ¥1,892 ¥56,760 ¥946 ¥28,380 ¥946 ¥28,380 ¥946 ¥28,380 ¥946 ¥28,380
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥1,780 ¥53,400 ¥1,480 ¥44,400 ¥1,080 ¥32,400

30,806 利用合計金額 ¥5,288 ¥158,640 ¥4,342 ¥130,260 ¥3,396 ¥101,880 ¥2,726 ¥81,780 ¥2,426 ¥72,780 ¥2,026 ¥60,780

介護費用 30日 ¥3,066 ¥91,980 ¥2,044 ¥61,320 ¥1,022 ¥30,660 ¥1,022 ¥30,660 ¥790 ¥23,700 ¥1,022 ¥30,660
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥2,450 ¥73,500 ¥1,780 ¥53,400 ¥1,480 ¥44,400 ¥1,080 ¥32,400

36,065 利用合計金額 ¥5,516 ¥165,480 ¥4,494 ¥134,820 ¥3,472 ¥104,160 ¥2,802 ¥84,060 ¥2,270 ¥68,100 ¥2,102 ¥63,060

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 ¥1,300 食費 ¥1,000 食費 ¥600

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 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

（口座振替対象者のみ） （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

日額
限度額内
利用時

介護費用 10日 1599 ¥15,990 ¥1,066 ¥10,660 ¥533 ¥5,330 ¥533 ¥5,330 ¥533 ¥5,330 ¥533 ¥5,330
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥24,500 ¥2,450 ¥24,500 ¥2,450 ¥24,500 ¥1,780 ¥17,800 ¥1,480 ¥14,800 ¥1,080 ¥10,800

5,003 利用合計金額 ¥4,049 ¥40,490 ¥3,516 ¥35,160 ¥2,983 ¥29,830 ¥2,313 ¥23,130 ¥2,013 ¥20,130 ¥1,613 ¥16,130

介護費用 18日 ¥1,920 ¥34,560 ¥1,280 ¥23,040 ¥640 ¥11,520 ¥640 ¥11,520 ¥640 ¥11,520 ¥640 ¥11,520
お部屋、お食事代、その他 ¥2,450 ¥44,100 ¥2,450 ¥44,100 ¥2,450 ¥44,100 ¥1,780 ¥32,040 ¥1,480 ¥26,640 ¥1,080 ¥19,440

10,473 利用合計金額 ¥4,370 ¥78,660 ¥3,730 ¥67,140 ¥3,090 ¥55,620 ¥2,420 ¥43,560 ¥2,120 ¥38,160 ¥1,720 ¥30,960

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 ¥1,300 食費 ¥1,000 食費 ¥600
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 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

（口座振替対象者のみ） （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。

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

¥370

負担限度：2段階

¥840 室料 ¥840 室料 ¥370 室料

負担限度：3段階②

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3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② 負担限度額：2段階

¥370

要支援１

要支援2

室料 ¥840

※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

負担限度額：3段階①

室料 ¥370

負担限度：3段階①

室料 ¥370



<ユニット型個室の場合>

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

日額
限度額内
利用時

介護費用 22日 ¥2,517 ¥55,374 ¥1,678 ¥36,916 ¥839 ¥18,458 ¥839 ¥18,458 ¥1,678 ¥36,916 ¥839 ¥18,458
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥79,420 ¥3,610 ¥79,420 ¥3,610 ¥79,420 ¥2,720 ¥59,840 ¥2,420 ¥53,240 ¥1,530 ¥33,660

16,692 利用合計金額 ¥6,127 ¥134,794 ¥5,288 ¥116,336 ¥4,449 ¥97,878 ¥3,559 ¥78,298 ¥4,098 ¥90,156 ¥2,369 ¥52,118

介護費用 24日 ¥2,742 ¥65,808 ¥1,828 ¥43,872 ¥914 ¥21,936 ¥914 ¥21,936 ¥914 ¥21,936 ¥914 ¥21,936
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥86,640 ¥3,610 ¥86,640 ¥3,610 ¥86,640 ¥2,720 ¥65,280 ¥2,420 ¥58,080 ¥1,530 ¥36,720

19,705 利用合計金額 ¥6,352 ¥152,448 ¥5,438 ¥130,512 ¥4,524 ¥108,576 ¥3,634 ¥87,216 ¥3,334 ¥80,016 ¥2,444 ¥58,656

介護費用 30日 ¥2,988 ¥89,640 ¥1,992 ¥59,760 ¥996 ¥29,880 ¥996 ¥29,880 ¥996 ¥29,880 ¥996 ¥29,880
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥2,720 ¥81,600 ¥2,420 ¥72,600 ¥1,530 ¥45,900

26,931 利用合計金額 ¥6,598 ¥197,940 ¥5,602 ¥168,060 ¥4,606 ¥138,180 ¥3,716 ¥111,480 ¥3,416 ¥102,480 ¥2,526 ¥75,780

介護費用 30日 ¥3,222 ¥96,660 ¥2,148 ¥64,440 ¥1,074 ¥32,220 ¥1,074 ¥32,220 ¥1,074 ¥32,220 ¥1,074 ¥32,220
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥2,720 ¥81,600 ¥2,420 ¥72,600 ¥1,530 ¥45,900

30,806 利用合計金額 ¥6,832 ¥204,960 ¥5,758 ¥172,740 ¥4,684 ¥140,520 ¥3,794 ¥113,820 ¥3,494 ¥104,820 ¥2,604 ¥78,120

介護費用 30日 ¥3,447 ¥103,410 ¥2,298 ¥68,940 ¥1,149 ¥34,470 ¥1,149 ¥34,470 ¥1,149 ¥34,470 ¥1,149 ¥34,470
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥3,610 ¥108,300 ¥2,720 ¥81,600 ¥2,420 ¥72,600 ¥1,530 ¥45,900

36,065 利用合計金額 ¥7,057 ¥211,710 ¥5,908 ¥177,240 ¥4,759 ¥142,770 ¥3,869 ¥116,070 ¥3,569 ¥107,070 ¥2,679 ¥80,370

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 ¥1,300 食費 ¥1,000 食費 ¥600

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 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

（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

日額
限度額内
利用時

介護費用 10日 ¥1,854 ¥18,540 ¥1,236 ¥12,360 ¥618 ¥6,180 ¥618 ¥6,180 ¥618 ¥6,180 ¥618 ¥6,180
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥36,100 ¥3,610 ¥36,100 ¥3,610 ¥36,100 ¥2,720 ¥27,200 ¥2,420 ¥24,200 ¥1,530 ¥15,300

5,003 利用合計金額 ¥5,464 ¥54,640 ¥4,846 ¥48,460 ¥4,228 ¥42,280 ¥3,338 ¥33,380 ¥3,038 ¥30,380 ¥2,148 ¥21,480

介護費用 18日 ¥2,223 ¥40,014 ¥1,482 ¥26,676 ¥741 ¥13,338 ¥741 ¥13,338 ¥741 ¥13,338 ¥741 ¥13,338
お部屋、お食事代、その他 ¥3,610 ¥64,980 ¥3,610 ¥64,980 ¥3,610 ¥64,980 ¥2,720 ¥48,960 ¥2,420 ¥43,560 ¥1,530 ¥27,540

10,473 利用合計金額 ¥5,833 ¥104,994 ¥5,092 ¥91,656 ¥4,351 ¥78,318 ¥3,461 ¥62,298 ¥3,161 ¥56,898 ¥2,271 ¥40,878

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 ¥1,300 食費 ¥1,000 食費 ¥600
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 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105 事務手数料 ¥105

（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。

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② 負担限度額：2段階
令和3年10月1日

負担割合：3割

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

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② 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

要支援１

要支援2

室料 ¥2,000 室料室料 ¥2,000

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

負担限度額：3段階①

室料 ¥1,310

負担限度：3段階①

室料 ¥1,310


