
久屋デイ_料金表 2021.04.01 

○ 事業所の概要 

事業所名 シニアデイトレーニング久屋大通館 

サービスの種類 地域密着型通所介護／予防専門型通所サービス 

事業所の指定番号 2370601912 

所在地 名古屋市中区栄五丁目1番 20号 

連絡先 TEL：052-269-3321  FAX：052-269-3307 

営業日 月・火・木・金・土（※１２月３０日～1月３日を除く） 

サービス提供時間 1単位目＝9:00～12:10  2単位目＝13:40～16:50 

 

○ 利用料金 

□介護サービス費（要介護 1～5の方／１日につき） 

サービス項目 
サービス 

利用料 

利用者自己負担額 

１割の方 2割の方 3割の方 

≪基本料金3～4H≫ 

・午前の部 9：00～12：10 

・午後の部13:40～16：50 

(提供時間=3時間10分) 

要介護1 ¥4,432 ¥444 ¥887 ¥1,330 

要介護2 ¥5,083 ¥509 ¥1,017 ¥1,525 

要介護3 ¥5,745 ¥575 ¥1,149 ¥1,724 

要介護4 ¥6,386 ¥639 ¥1,278 ¥1,916 

要介護5 ¥7,059 ¥706 ¥1,412 ¥2,118 

入浴介助加算Ⅰ ¥427 ¥43 ¥86 ¥129 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ \598 ¥60 ¥120 ¥180 

同一建物送迎減算 ※ ▲\1,003 ▲¥101 ▲¥201 ▲¥301 

送迎減算(同一建物以外・片道につき)☆ ▲\501 ▲¥51 ▲¥101 ▲¥151 

サービス提供体制強化加算 

Ⅰ ¥234 ¥24 ¥47 ¥71 

Ⅱ ¥192 ¥20 ¥39 ¥58 

Ⅲ ¥64 ¥7 ¥13 ¥20 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月の総利用単位数の1000分の59を加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １月の総利用単位数の1000分の10を加算 

□ 送迎減算は当事業所と同一の建物にお住まいの方のみ適用となります。 

 送迎介助を利用しない場合、適用となります。 

 提供時間が３時間を下回るケアプランでご利用される方は上記金額と異なります。詳細は担当

のケアマネジャー若しくは当事業所までお問合せください。 

 上記の他に令和３年４月から令和３年９月末までの間、基本報酬に0.1％上乗せの特例の加算

があります。 

 

 

□予防専門型通所サービス（事業対象者・要支援1～2の方／１月につき） 

サービス項目 
サービス 

利用料 

利用者自己負担額 

１割の方 2割の方 3割の方 

≪基本料金≫ 

･提供時間=3時間10分 

週１回 ¥17,675 ¥1,768 ¥3,535 ¥5,303 

週２回 ¥36,237 ¥3,624 ¥7,248 ¥10,872 

運動器機能向上加算 2,403円 ¥241 \481 \721 

送迎減算 ※ 
週１回 ▲¥4,015 ▲¥402 ▲¥803 ▲¥1,205 

週２回 ▲¥8,031 ▲¥804 ▲¥1,607 ▲¥2,410 

サ ー ビ ス 提 供 

体 制 強 化 加 算 

Ⅰ週1 ¥939 ¥94 ¥188 ¥282 

Ⅰ週2 ¥1,879 ¥188 ¥376 ¥564 
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Ⅱ週1 ￥768 ¥26 ¥52 ¥77 

Ⅱ週2 \1,537 ¥52 ¥103 ¥154 

Ⅲ週1 ¥256 \26 ¥52 ¥77 

Ⅲ週2 ¥512 \52 ¥103 ¥154 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月の総利用単位数の1000分の59を加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １月の総利用単位数の1000分の10を加算 

□ 送迎減算は当事業所と同一の建物にお住まいの方のみ適用となります。 

 月途中で要介護区分が変更になった場合や同一保険者内で転居によりサービス事業所を変更

した場合は、サービス利用料が日割り計算（在籍日数×週 1 回＝518 円/日、週２回＝1,066

円/日）となります。 

 

□自費となるもの（介護保険適用外） 

飲 食 費 用 

飲み物代＝¥50/１回 

※おやつ代＝¥50/１回 イベント時特別おやつ代＝実費相当額 

 ※おやつ提供は希望者に限る 

レクリエーション材料費 実費相当額（必要時のみ） 

自 費 利 用 料 
自立認定者および計画外利用者 

１回3,000円 

交  通  費 

2.（1）のサービス提供地域を越えて送迎を行う場合は、その実費を 

ご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の

額をご負担いただきます。 

・2km以内は無料、以降1km毎に20円徴収する。 

※施設のおむつ、リハビリパンツ、パット等を使用した場合は、同等の商品をお返しください。 

 

□ キャンセル料金 

利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金を頂きます。 

キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。但しご契約者の体調不良等正当な事由 

がある場合はこの限りではありません。 

ご利用日の前日の午後６時までにご連絡をいただいた場合  無料 

ご利用日の前日の午後６時までにご連絡がなかった場合  自己負担相当額＋飲食費 
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○ 事業所の概要 

事業所名 シニアデイトレーニング久屋大通館 

サービスの種類 運動型通所サービス 

事業所の指定番号 23A0600107 

所在地 名古屋市中区栄五丁目1番 20号 

連絡先 TEL：052-269-3321  FAX：052-269-3307 

営業日 水曜日（※１２月３０日～1月３日を除く） 

サービス提供時間 1単位目 10時30分から 11時30分 

２単位目 13時40分から 14時40分 

３単位目 15時00分から 16時00分 

 

○ 利用料金 

□運動型通所サービス（事業対象者・要支援1～2の方／１回につき） 

サービス項目 
サービス 

利用料 

利用者自己負担額 

１割の方 2割の方 3割の方 

≪基本料金≫ 

運動型サービス費／1回 
２,４７７円 ２４８円 ４９６円 ７４４円 

≪加算料金≫ 

評価加算／3か月に1回 
２,４５６円 ２４６円 ４９２円 ７３７円 

 

 

 

□自費となるもの（介護保険適用外） 

飲 食 費 用 
コーヒー、紅茶等の喫茶サービスの提供を受けた場合、１回につき 50

円の飲み物代をいただきます。 

自 費 利 用 料 自立認定者および計画外利用者 月額（週1回）2,800円・税別 

オ ム ツ 代 オムツ類の提供を受けた場合、1枚 200円をいただきます。 

 

□ キャンセル料金 

利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金を頂きます。 

キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。但しご契約者の体調不良等正当な事由 

がある場合はこの限りではありません。 

ご利用日の前日の午後６時までにご連絡をいただいた場合  無料 

ご利用日の前日の午後６時までにご連絡がなかった場合  自己負担相当額＋飲食費 

 


