
¥7,430 ¥7,470 ¥8,220 ¥8,380

① 自己負担分 ¥743 ¥747 ¥822 ¥838

② 自己負担分

¥0

③ 自己負担分 ¥0

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

¥3,810 ¥3,856 ¥3,937 ¥3,955

要支援２ 要介護１ 要介護４ 要介護５

¥114,290 ¥115,685 ¥118,117 ¥118,636

¥118,100 ¥119,541 ¥122,054 ¥122,590

　　※利用者開始時及び利用中６ヶ月ごとに栄養状態について確認を実施。
　　　下記の加算が必要となります。

栄養スクリーニング加算　\50/回 6ヶ月に１回(自己負担分…￥5/回)

　　※１ヶ月分のご利用料金の他に、別途「貴重品管理料（￥1,000／月）」が必要です。

　　※「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ以上の場合、下記の加算が必要となります。

認知症対応型認知症専門ケア加算　　　￥30／日（自己負担分…￥3／日）

　　※初めてご利用になる場合、入居から３０日までは１日に付き生活援助加算として
　　　下記の料金が別途、必要となります。

　初期加算サービス料金　　　￥300／日（自己負担分…￥30／日）

自己負担分　合計（３０日） ¥116,820 ¥117,598

自己負担分　合計（３１日） ¥120,714 ¥121,518

自己負担分　合計
（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨）

¥3,894 ¥3,920

↓おおよその１ヶ月ご利用料金

要介護２ 要介護３

光熱費 ¥200

日用品費 ¥100

教養娯楽費 ¥100

¥72
※(①+②+③)×8.1％

家賃 ¥1,200

食費 ¥1,400

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
¥61 ¥64 ¥67 ¥69 ¥70

認知症対応
 サービス提供体制加算(Ⅱ)

¥60

¥6

認知症対応型
 医療連携体制加算

¥390

¥39

　料金内訳

認知症共同生活介護費 ¥7,820 ¥8,060

¥782 ¥806

グループホーム　メルヘン
ご利用料金表

1割負担
サービス利用料金（１日あたり）          　 　　　　　　　　　平成30年4月1日～

要介護度　
要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



¥7,430 ¥7,470 ¥8,220 ¥8,380

① 自己負担分　　(2割) ¥1,486 ¥1,494 ¥1,644 ¥1,676

② 自己負担分　　(2割)

¥0

③ 自己負担分　　(2割) ¥0

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

¥4,619 ¥4,712 ¥4,874 ¥4,909

要支援２ 要介護１ 要介護４ 要介護５

¥140,920 ¥141,369 ¥146,234 ¥147,271

¥145,617 ¥146,081 ¥151,108 ¥152,180

　　※利用者開始時及び利用中６ヶ月ごとに栄養状態について確認を実施。
　　　下記の加算が必要となります。

栄養スクリーニング加算　\50/回 6ヶ月に１回(自己負担分…￥10/回)

　　※１ヶ月分のご利用料金の他に、別途「貴重品管理料（￥1,000／月）」が必要です。

　　※「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ以上の場合、下記の加算が必要となります。

認知症対応型認知症専門ケア加算　　　￥30／日（自己負担分…￥6／日）

　　※初めてご利用になる場合、入居から３０日までは１日に付き生活援助加算として
　　　下記の料金が別途、必要となります。

　初期加算サービス料金　　　￥300／日（自己負担分…￥60／日）

自己負担分　合計（３０日） ¥143,639 ¥145,196

自己負担分　合計（３１日） ¥148,427 ¥150,036

自己負担分　合計
（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨）

¥4,788 ¥4,840

↓おおよその１ヶ月ご利用料金

要介護２ 要介護３

光熱費 ¥200

日用品費 ¥100

教養娯楽費 ¥100

¥140 ¥143
※(①+②+③)×8.1％

家賃 ¥1,200

食費 ¥1,400

¥12

認知症対応型
 医療連携体制加算

¥390

¥78

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
¥121 ¥128 ¥134 ¥138

認知症共同生活介護費 ¥7,820 ¥8,060

¥1,564 ¥1,612

認知症対応
 サービス提供体制加算(Ⅱ)

¥60

サービス利用料金（１日あたり）          　　　　　　　　　 　平成30年4月1日～

要介護度　
要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

　料金内訳

グループホーム　メルヘン
ご利用料金表

2割負担



¥7,430 ¥7,470 ¥8,220 ¥8,380

① 自己負担分 ¥2,229 ¥2,241 ¥2,466 ¥2,514

② 自己負担分

¥0

③ 自己負担分 ¥0

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

¥5,429 ¥5,568 ¥5,812 ¥5,864

要支援２ 要介護１ 要介護４ 要介護５

¥162,870 ¥167,054 ¥174,350 ¥175,907

¥168,299 ¥172,622 ¥180,162 ¥181,771

　　※利用者開始時及び利用中６ヶ月ごとに栄養状態について確認を実施。
　　　下記の加算が必要となります。

栄養スクリーニング加算　\50/回 6ヶ月に１回(自己負担分…￥15/回)

　　※１ヶ月分のご利用料金の他に、別途「貴重品管理料（￥1,000／月）」が必要です。

　　※「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ以上の場合、下記の加算が必要となります。

認知症対応型認知症専門ケア加算　　　￥30／日（自己負担分…￥9／日）

　　※初めてご利用になる場合、入居から３０日までは１日に付き生活援助加算として
　　　下記の料金が別途、必要となります。

　初期加算サービス料金　　　￥300／日（自己負担分…￥180／日）

自己負担分　合計（３０日） ¥170,459 ¥172,794

自己負担分　合計（３１日） ¥176,141 ¥178,554

自己負担分　合計
（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨）

¥5,682 ¥5,760

↓おおよその１ヶ月ご利用料金

要介護２ 要介護３

光熱費 ¥200

日用品費 ¥100

教養娯楽費 ¥100

¥215
※(①+②+③)×8.1％

家賃 ¥1,200

食費 ¥1,400

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
¥182 ¥192 ¥201 ¥207 ¥211

認知症対応
 サービス提供体制加算(Ⅱ)

¥180

¥18

認知症対応型
 医療連携体制加算(1)

¥390

¥117

　料金内訳

認知症共同生活介護費 ¥7,820 ¥8,060

¥2,346 ¥2,418

グループホーム　メルヘン
ご利用料金表

3割負担
サービス利用料金（１日あたり）          　 　　　　　　　　　平成30年8月1日～

要介護度　
要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５


