
【お問合せ先】こころ十一屋
＊施設見学のご連絡お待ちしております。

〒455-0831
名古屋市港区十一屋2丁目415番地

TEL：052-381-1836
FAX：052-381-1838

http://kokoro-care.biz



要支援１ 要支援２

1割 152,099円 156,230円

2割 157,898円 166,160円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1割 163,472円 165,587円 167,798円 169,847円 172,058円

2割 180,644円 184,874円 189,296円 193,394円 197,816円

月額費用 利用料 ※30日の場合

内訳 家賃 ¥78,300・食費１日 ¥1,350(税込)・管理費 ¥27,500(税込)

基本料金 合計１４６，３００ ＋ 介護保険負担割分（ 1割 ～ 3割 ）

※上記は基本額です。この他に、法令に定められた要件を満たした場合には、別途加算されます。詳細はお問い合わせください。
※自己負担額は介護保険負担割合証記載の割合に応じた額になります。

◇別途費用
居室電気（個人別計測）平均 ¥3,000 ～¥8,000/月 洗濯設備使用料 ¥1,100/週（税込）

＜医療・薬剤費（医療保険の自己負担）、居宅療養管理指導料（後述）が別途請求されます＞
＜その他おむつ代、理美容代等 詳細は別紙参照＞
＜普通食が食べられない方については、別途費用がかかります 詳細は別紙参照＞

ご入居対象者及び入居費用

※入居一時金はありません

◇ 介護保険受給対象者 要支援１～要介護５

◇ 基本料＋介護保険負担割合を含んだ費用



ご入居対象者

◇ 介護保険受給対象者 要支援１～要介護５

• 日常生活で何らかの介護援助を必要とされる方。

• お体の弱い方、寝たきりの方、認知症の方等。

◇ 医療の受け入れ

・9:00～18:00の時間帯で受け入れ可能な方

※詳細は別紙あり



◇ 家具・電化製品等
寝具類、タンス、テレビ、時計、冷蔵庫、椅子、机など
電話機（※NTTの工事費別途要）
※冷蔵庫お持ち込みの方へ、冷蔵庫内の賞味期限の管理などは行えません。

◇ 衣類等（必要な衣類・タオルなど）

外出着・寝巻き・下着、布団カバー・シーツ、
タオル（４～５枚程度、居室内で使用されるもの）など
※衣類は洗濯後は乾燥機を使用する為、乾燥機対応の衣類でお願いいたします。

◇ 靴
室内用・外出用（滑らない物がおすすめです。）

◇ 雑貨・消耗品等（トイレットペーパー・ティッシュペーパーなど）

・洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤・義歯保管用ケース）

・ご使用の介護用品（杖・車椅子・おむつなど）

お持込みいただく物について
各居室には、トイレ・洗面台・照明器具・カーテン・クローゼット・冷暖房等が備え付けとなっております。
入居者様がお好きなようにお使い下さいませ。
お持ち頂く物を参考までにご紹介致します。尚、お持ち物すべてにご記名をお願い致します。



食事について

◇ 提携給食会社の栄養士が高齢者に適したメニューを作り、配食をいたします。

◇ 台所で職員が、ご飯・味噌汁を作り、最終調理（味付け・盛付け等）

配膳、下膳を行います。

◇ 食事の時間帯は概ね以下の通りです。

朝食 8：00 ～ 9：00

昼食 12：00 ～ 13：00

お茶 15：00

夕食 18：00 ～ 19：00

（各階ダイニングにて提供させていただきます）

・心身状況に応じて、摂食介助をいたします。

・摂食状況に応じて、食事形態の変更を致します。



介護サービス
～個別ケアプランに基づく生活援助～

ご本人様で行える機会を増やし、自立した生活をイメージしたサービスを提案します。

生活相談員及びケアマネージャーがご入居者様、ご家族様と生活援助全般について

相談の上、ケアプランを作成致します。



身体及び生活介護

ご本人様で行える機会を増やし、自立した生活をイメージしたサービスを提案します。

◇身体介護

• ケアプランに沿って、移動・排泄・入浴・食事介護などの身体介護を行います。

◇生活介護

• 各居室清掃は週１回、トイレ掃除は週に２-３回行います。

また居室内の整理、ゴミ捨て、布団干し、シーツ交換等も定期的に行います。

◇その他 実費で提供するサービス

• 訪問理美容

• おむつ代

• 買い物代行時の各種消耗品、その他。



医療・健康管理について

◇ 介護・看護職員は、入居者様の健康管理を常に行います。

（看護職員は９：００～１８：００までの勤務となり、夜間帯は不在となります。）

◇ 協力医療機関からの医師が定期的に（月２回以上）往診し、必要に応じて処方を行います。

（協力医療機関以外の医師を希望される場合は、直接、対応内容についてご確認下さいませ。）

◇ 体調不良時や緊急の場合は、往診医に連絡し、適切な指示を仰ぎます。

また、救急搬送・入院の手配を行います。

◇ 現在の主治医に往診して頂いても結構です。

２４時間連絡体制が可能でない医師の場合はご相談下さいませ。

◇ 治療の必要性は医師の判断によります。

◇ 治療につきましては、ご入居者様本人の意思確認及び、ご家族様の合意を得るものといたします。

◇ 定期的な通院や緊急でない通院は、ご家族様のご協力（送迎・付き添い等）をお願いいたします。



提携医療機関

◇ 東洋病院(内科・外科・リハビリテーション)

名古屋市港区正保町3丁目38番地 TEL:052-383-1155

◇ 安井眼科医院 (眼科)

名古屋市港区十一屋2丁目416番地 TEL:052-389-1185

◇ 名古屋桜通デンタルクリニック (歯科)

名古屋市千種区内山3丁目1-1 桜通内山ビル3Ｆ TEL:052-733-0020

◇ このみ薬局 港店

名古屋市港区八百島2丁目606番地 TEL:052-655-5580

◇ その他

在宅マッサージ等もご案内可能です。



薬について

◇ 協力薬局が、往診医の処方箋に基づき一元管理を行います。

（調剤・一包化・配達・管理・服薬説明・薬情報の提供等）

⇒このサービスは、介護保険上の「居宅療養管理指導」に該当します。

･･･薬局より薬価代金及び居宅療養管理指導料を介護保険負担割合に応じて

（約¥700～¥1,400/月）を請求いたします。

◇ 協力薬局が管理する薬棚より薬を取り出し、配薬、服薬、服用
の援助をいたします。



ご家族様へ

◇面会
２４時間いつでもお気軽にご訪問下さい。

（夜間は防犯上施錠しますが、インターホンでお呼び下さい）

◇食事・宿泊
ご一緒にお食事をお楽しみ下さい。10日前迄にご連絡頂ければ、実費にてご用意いた
します。ご宿泊も可能です。

◇外出
散歩、買い物、外食、外泊等、お気軽にお楽しみ下さい。お食事代は、10日前迄にご
連絡していただければ１日単位¥1,350（税込）でご返金いたします。



各種価格表 ※仕入状況により消耗品・衛生用品の商品又は価格が変動する場合があります。

食事形態 税込料金

普通食 １，３５０円

ソフト食 １，３５０円

ムース食 １，３５０円

とろみ濃度 税込料金

さらさら状 ３，５００円

ポタージュ状 ４，７００円

ヨーグルト状 ８，９００円

メニュー 税込料金

女性カット（顔そり含む）・ブロー ２，３００円

男性カット（顔そり含む）・ブロー ２，３００円

カット（顔そり含む）・シャンプー・ブロー ２，９００円

毛染め（又はマニキュア）フルサービス ５，９００円

毛染めのみ（又はマニキュア）・ブロー ４，８００円

パーマ フルサービス ６，５００円

顔そり １，５００円

シャンプー １，８００円

ブロー １，５００円

ベッドサイド（カットのみ）
及びロング車いす等で介助が必要な方

２，９００円

出張料 ０円

オムツ等 衛生用品 入数 税込料金

ポリエチレン手袋 又は
プラスチック手袋（各Ｓ／Ｍ／Ｌ）

－ ４５０円～
１，０００円

昭和紙工 流せるお尻拭き ７２枚入 ４２５円

アテント
安心パッドスーパー吸収（小）

５４枚入 １，０８０円

アテント
昼安心通気パッド特に多いタイプ

４５枚入 １，６００円

アテント
Ｒケアうす型さらさらパンツ Ｓ

２２枚入 １，９４０円

アテント
Ｒケアうす型さらさらパンツ Ｍ－Ｌ

２２枚入 １，９４０円

アテント
Ｒケアうす型さらさらパンツ Ｌ－ＬＬ

２０枚入 １，９４０円

アテント
テープ止めオムツ Ｓ

２２枚入 １，８９５円

アテント
テープ止めオムツ Ｍ

２０枚入 １，９００円

アテント
テープ止めオムツ Ｌ

１７枚入 １，９００円



ご入居までのプロセス

１．お問い合わせ・ご見学・体験入居（お気軽にご相談ください）

２．仮申込み（仮入居申込書を郵送又はＦＡＸでお願いします）

３．面談日のご連絡

４．ご本人様とのご面談（介護利用に際して）

５．入居判定会議（本人面談後に開催）

６．本契約の締結（入居契約・介護利用契約）

※ご契約内容の説明・署名・捺印が必要です。詳しくは、ご契約の際ご説明させていただきます。

７．お荷物の準備、お引越し

８．ご入居



地図・交通アクセス

【電車でお越しのとき】

●あおなみ線「稲永」駅下車、徒歩6分

●地下鉄「築地口」駅下車、市営バス野跡方面行
きで「稲永町」バス停下車、徒歩5分

【車でお越しのとき】

●熱田区方面より１５４号線築地口交差点右折、
港中川線（稲永駅方面）十一屋橋南の交差点右折、
1本目十字路左折し50ｍ先左手。

カインズモール

名古屋みなと

港西小

港南中

〒稲永郵便局
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宝神中


