
負担割合1割
特別養護老人ホーム あんのん　ショートステイ　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　Ｒ1．10．1～
介護保険による個人負担予定額　　　　　第1段階
要支援１

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 要支援１．２
ユニット型個室 532 10.83 ¥6,400 ¥640 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥1,830

サービス提供体制強化加算Ⅰ 18
要支援２ 合計 18

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計
ユニット型個室 656 10.83 ¥7,884 ¥789 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥1,979

要介護１ 要介護１～５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 夜勤職員配置加算Ⅱ 18

ユニット型個室 720 10.83 ¥8,653 ¥866 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥2,056 サービス提供体制強化加算Ⅰ 18

合計 36

要介護２
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 787 10.83 ¥9,465 ¥947 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥2,137

送迎加算（片道） 184

要介護３ 生活機能向上連携加算（毎月） 200
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 ※上記加算は合計に含まれていません。

ユニット型個室 860 10.83 ¥10,342 ¥1,035 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥2,225

要介護４
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 928 10.83 ¥11,154 ¥1,116 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥2,306

要介護５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 995 10.83 ¥11,956 ¥1,196 ¥820 ¥300 ¥50 ¥20 ¥2,386

※上記合計は、介護職員処遇改善加算（8.3％）および特定介護職員処遇改善加算（2.7％）を乗じた金額となります。
※その他個人的に使われる喫茶・理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。
※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

加算プラス分

※上記加算は、保険単位に含まれます。



負担割合1割
特別養護老人ホーム あんのん　ショートステイ　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　Ｒ1．10．1～
介護保険による個人負担予定額　　　　　第2段階
要支援１

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 要支援１．２
ユニット型個室 532 10.83 ¥6,400 ¥640 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥1,920

サービス提供体制強化加算Ⅰ 18
要支援２ 合計 18

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計
ユニット型個室 656 10.83 ¥7,884 ¥789 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥2,069

要介護１ 要介護１～５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 夜勤職員配置加算Ⅱ 18

ユニット型個室 720 10.83 ¥8,653 ¥866 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥2,146 サービス提供体制強化加算Ⅰ 18

合計 36

要介護２
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 787 10.83 ¥9,465 ¥947 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥2,227

送迎加算（片道） 184

要介護３ 生活機能向上連携加算（毎月） 200
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 ※上記加算は合計に含まれていません。

ユニット型個室 860 10.83 ¥10,342 ¥1,035 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥2,315

要介護４
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 928 10.83 ¥11,154 ¥1,116 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥2,396

要介護５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 995 10.83 ¥11,956 ¥1,196 ¥820 ¥390 ¥50 ¥20 ¥2,476

※上記合計は、介護職員処遇改善加算（8.3％）および特定介護職員処遇改善加算（2.7％）を乗じた金額となります。
※その他個人的に使われる喫茶・理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。
※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

加算プラス分

※上記加算は、保険単位に含まれます。



負担割合1割
特別養護老人ホーム あんのん　ショートステイ　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　Ｒ1．10．1～
介護保険による個人負担予定額　　　　　第3段階
要支援１

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 要支援１．２
ユニット型個室 532 10.83 ¥6,400 ¥640 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥2,670

サービス提供体制強化加算Ⅰ 18
要支援２ 合計 18

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計
ユニット型個室 656 10.83 ¥7,884 ¥789 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥2,819

要介護１ 要介護１～５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 夜勤職員配置加算Ⅱ 18

ユニット型個室 720 10.83 ¥8,653 ¥866 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥2,896 サービス提供体制強化加算Ⅰ 18

合計 36

要介護２
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 787 10.83 ¥9,465 ¥947 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥2,977

送迎加算（片道） 184

要介護３ 生活機能向上連携加算（毎月） 200
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 ※上記加算は合計に含まれていません。

ユニット型個室 860 10.83 ¥10,342 ¥1,035 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥3,065

要介護４
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 928 10.83 ¥11,154 ¥1,116 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥3,146

要介護５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 995 10.83 ¥11,956 ¥1,196 ¥1,310 ¥650 ¥50 ¥20 ¥3,226

※上記合計は、介護職員処遇改善加算（8.3％）および特定介護職員処遇改善加算（2.7％）を乗じた金額となります。
※その他個人的に使われる喫茶・理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。
※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

加算プラス分

※上記加算は、保険単位に含まれます。



負担割合1割
特別養護老人ホーム あんのん　ショートステイ　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　Ｒ1．10．1～
介護保険による個人負担予定額　　　　　第４段階
要支援１

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 要支援１．２
ユニット型個室 532 10.83 ¥6,400 ¥640 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,108

サービス提供体制強化加算Ⅰ 18
要支援２ 合計 18

保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計
ユニット型個室 656 10.83 ¥7,884 ¥789 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,257

要介護１ 要介護１～５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 夜勤職員配置加算Ⅱ 18

ユニット型個室 720 10.83 ¥8,653 ¥866 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,334 サービス提供体制強化加算Ⅰ 18

合計 36

要介護２
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 787 10.83 ¥9,465 ¥947 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,415

送迎加算（片道） 184

要介護３ 生活機能向上連携加算（毎月） 200
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計 ※上記加算は合計に含まれていません。

ユニット型個室 860 10.83 ¥10,342 ¥1,035 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,503

要介護４
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 928 10.83 ¥11,154 ¥1,116 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,584

要介護５
保険単位 単価 １日につき自己負担額 居住費 食費 おやつ代 教養娯楽費 合　計

ユニット型個室 995 10.83 ¥11,956 ¥1,196 ¥2,006 ¥1,392 ¥50 ¥20 ¥4,664

※上記合計は、介護職員処遇改善加算（8.3％）および特定介護職員処遇改善加算（2.7％）を乗じた金額となります。
※その他個人的に使われる喫茶・理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。
※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

加算プラス分

※上記加算は、保険単位に含まれます。


