
 

 

TEL︓0125-44-2401 

 

 介護サービス付⾼齢者住宅 カーサ シーザーズ３－３ 0125-74-5001 

 

※見学は随時受け付けております。 

■入居費用 

・単身部屋（40 室） 

家賃     ４０，０００円 

管理費      8，０００円 

共益費     3，０００円（１０～４月は  6，０００円） 

水道光熱費  １０，０００円（１０～４月は１５，０００円） 

 

・単身部屋（4 室） 

家賃     ４１，０００円 

管理費      8，０００円 

共益費     3，０００円（１０～４月は  6，０００円） 

水道光熱費  １０，０００円（１０～４月は１５，０００円） 

 

・夫婦部屋（4 室）※単身での入居も可能です。 

家賃     ５０，０００円 

管理費    １６，０００円 

共益費     ６，０００円（１０～４月は ８，０００円） 

水道光熱費  １５，０００円（１０～４月は１８，０００円） 

※単身でご入居の場合 管理費・共益費・水道光熱費は単身部屋と同額となります。 

 

■その他の料金 

・食 費      ４５，０００円／３０日 

       内訳（朝食 ４００円 昼食 ５００円 夕食 ６００円） 

・コインランドリー 洗濯機２００円／回  乾燥機１００円／回 

・入浴用品     １１０円（タオル類・シャンプー等を持ちこみの方はこの料金はかかりません） 

※月の途中における入居退去の費用はこの限りではありません。 

※入居時の持ち物等についてはご相談ください。 

※共有キッチンの利用は無料です。 

 

 



 

 

TEL︓0125-44-2401 

【利用料金】 

要介護状態区分 
基本単位 

（日額） 

日額利用者負担金 

１割負担（２割負担） 

基 本 単 位 

（月額 30 日） 

月額 30 日利用者負担金  

１割負担（２割負担） 

要支援 １ 180 単位 180 円（360 円） 5,400 単位 5,400 円（10,800 円） 

要支援 ２ 309 単位 309 円（618 円） 9,270 単位 9,270 円（18,540 円） 

要介護 １ 534 単位 534 円（1,068 円） 16,020 単位 16,020 円（32,040 円） 

要介護 ２ 599 単位 599 円（1,198 円） 17,970 単位 17,970 円（35,940 円） 

要介護 ３ 668 単位 668 円（1,336 円） 20,040 単位 20,040 円（40,080 円） 

要介護 ４ 732 単位 732 円（1,464 円） 21,960 単位 21,960 円（43,920 円） 

要介護 ５ 800 単位 800 円（1,600 円） 24,000 単位 24,000 円（48,000 円） 

【加算料金】 

項   目 基本単位 
利用者負担金 

１割負担（２割負担） 
備  考 

夜間看護体制加算 10 単位/日 １0 円（２０円）/日 要支援は除く 

個別機能訓練加算 12 単位/日 12 円（24 円）/日  

医療機関連携加算 80 単位/月 80 円（160 円）/月  

退院・退所時連携加算 30 単位/日 30 円(60 円)/日 入居から 30 日以内に限る

入居継続支援加算 36 単位/日 36 円(72 円)/日 職員の配置状況により 

生活機能向上連携加算 
200 単位/月 200 円(400 円)/月 外部リハビリ専門職との連携 

100 単位/月 100 円(200 円)/月 個別機能訓練加算を算定 

若年性認知症入居者受入加算 120 単位/日 120 円(240 円)/日 若年性認知症受入時に算定

口腔衛生管理体制加算 30 単位/月 30 円(60 円)/月  

栄養スクリーニング加算 5 単位/回 5 円(10 円)/回  

身体拘束廃止未実施減算 10％/日減算  身体拘束委員会 非開催等

看取り介護加算 

死亡日以前４～30 日 144 単位/日 144 円（288 円）/日 
看取りの要件等にて

対象者のみ算定 
死亡日前日及び前々日 680 単位/日 680 円（1,360 円）/日 

死亡日 1,280 単位/日 1,280 円（2,560 円）/日 

認知症専門 

ケア加算 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 単位/日 ３円（６円）/日 認知症に関する各種要件に

よりどちらかを算定 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位/日 ４円（８円）/日 

サービス提供 

体制強化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18 単位/日 １８円（36 円）/日 

職員の配置状況によ

りいずれかを算定 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 12 単位/日 １２円（２４円）/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6 単位/日 ６円（１２円）/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 単位/日 ６円（１２円）/日 

処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数（月額）×8.2％ 

事業所状況により 

ひと月にどちらかを

算定 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数（月額）×6.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数（月額）×3.3％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の 90％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の 80％ 

■介護保険負担金額 




