
※想定居住期間（60ヶ月）内における前払い家賃相当額2,400,000円。
※想定居住期間を超えた部分における家賃相当額900,000円。（初期償却費用）
※入居後3ヶ月以内に本契約が解除・終了した場合
入居日から3ヶ月以内の間に契約が解除又は死亡により終了する場合は、
受領済みの入居一時金を全額返還いたします。
但し、利用期間に係る利用料を下記計算方法に基づき受領いたします。
返還金＝3,300,000 －（40,000÷30×入居日から起算して契約解除・終了日までの日数）
　想定居住期間（60ヶ月）内に本契約が終了する場合は、下記計算方法に基づき金員を返還する。
　返還金＝2,400,000÷1,826×契約解除・終了日から想定居住期間満了日までの日数
※返還金はすべて小数点以下切捨てとなります。

要介護４ ¥197,017 ¥222,626 ¥248,235

要介護５ ¥199,384 ¥227,360 ¥255,335

要介護３ ¥194,822 ¥218,235 ¥241,648

¥66,000

消費税
１０％

¥13,200

消費税
１０％

非課税 軽減税率対応の為

要介護２

¥274,447

¥191,027

家賃 管理費 光熱水道 食費 1割負担

月額
月額

要支援２ ¥182,371 ¥193,334 ¥204,297

要介護１ ¥190,158 ¥208,907 ¥227,656
月額 月額

要支援１ ¥177,948

¥224,488 ¥231,027

3割負担

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

介護付き有料老人ホーム
ベルビルガーデンやまと

＜料金表＞

食費 1割負担家賃 管理費 光熱水道 2割負担

月額月額 月額

¥217,948

¥244,297

¥267,656要介護１

要介護２

要介護３

要介護４ ¥237,017

¥239,384

¥262,626

¥267,360

¥222,371

¥230,158

¥232,421

¥234,822

¥233,334

¥248,907

¥253,434

¥258,235
消費税
１０％

消費税
１０％

非課税

¥70,000 ¥66,000 ¥13,200

¥281,648

¥288,235

¥295,335

2割負担 3割負担

軽減税率対応の為

要介護５

¥184,488

¥30,000 ¥192,421 ¥213,434 ¥234,447

基本プラン　（入居一時金無し） ※1ヵ月30日の例

※1ヵ月30日の例前払いプラン１　（入居一時金３３０万円）

¥62,208

消費税８％

食材費+厨房委託費

食材費+厨房委託費

¥62,208

消費税８％

月額

要支援１

要支援２



※想定居住期間（60ヶ月）内における前払い家賃相当額4,200,000円。
※想定居住期間を超えた部分における家賃相当額1,800,000円。（初期償却費用）
※入居後3ヶ月以内に本契約が解除・終了した場合
入居日から3ヶ月以内の間に契約が解除又は死亡により終了する場合は、
受領済みの入居一時金を全額返還いたします。
但し、利用期間に係る利用料を下記計算方法に基づき受領いたします。
返還金＝6,000,000 －（70,000÷30×入居日から起算して契約解除・終了日までの日数）
※入居日から3ヶ月を経過後、想定居住期間（60ヶ月）内に本契約が終了した場合
　想定居住期間（60ヶ月）内に本契約が終了する場合は、下記計算方法に基づき金員を返還する。
　返還金＝4,200,000÷1,826×契約解除・終了日から想定居住期間満了日までの日数
※返還金はすべて小数点以下切捨てとなります。

※入居時の年齢が90歳以上の方が選択可能プランになります。
※想定居住期間（36ヶ月）内における前払い家賃相当額1,440,000円。
※想定居住期間を超えた部分における家賃相当額560,000円。（初期償却費用）
※入居後3ヶ月以内に本契約が解除・終了した場合
入居日から3ヶ月以内の間に契約が解除又は死亡により終了する場合は、
受領済みの入居一時金を全額返還いたします。
但し、利用期間に係る利用料を下記計算方法に基づき受領いたします。
返還金＝2,000,000 －（40,000÷30×入居日から起算して契約解除・終了日までの日数）
※入居日から3ヶ月を経過後、想定居住期間（36ヶ月）内に本契約が終了した場合
　想定居住期間（36ヶ月）内に本契約が終了する場合は、下記計算方法に基づき金員を返還する。
　返還金＝1,440,000÷1,826×契約解除・終了日から想定居住期間満了日までの日数
※返還金はすべて小数点以下切捨てとなります。

要介護２ ¥192,421

¥248,235

要介護５ ¥199,384 ¥227,360 ¥255,335

¥213,434 ¥234,447

要介護３ ¥194,822 ¥218,235 ¥241,648

要介護４ ¥197,017 ¥222,626

¥30,000

非課税

¥66,000

消費税
１０％

¥13,200

消費税
１０％

軽減税率対応の為

¥62,208

要支援１ ¥177,948 ¥184,488 ¥191,027

要支援２ ¥182,371 ¥193,334 ¥204,297

要介護１ ¥190,158 ¥208,907 ¥227,656
月額 月額 月額

月額

食材費+厨房委託費

¥218,235

要介護５ ¥169,384

3割負担

非課税要介護３

¥197,360 ¥225,335

消費税
１０％

消費税
１０％

軽減税率対応の為 ¥211,648

要介護４ ¥167,017 ¥192,626消費税８％

¥204,447

¥154,488 ¥161,027

要支援２ ¥152,371 ¥163,334 ¥174,297

要支援１ ¥147,948

要介護１ ¥160,158
月額

¥0 ¥66,000 ¥13,200要介護２ ¥162,421 ¥183,434

月額 月額
月額

¥62,208

家賃 1割負担 2割負担 3割負担

¥178,907 ¥197,656

管理費 光熱水道 食費

家賃 管理費 光熱水道 食費 1割負担 2割負担

¥164,822 ¥188,235

消費税８％

前払いプラン2　（入居一時金６００万円） ※1ヵ月30日の例

前払いプラン3　（入居一時金２００万円） ※1ヵ月30日の例

食材費+厨房委託費



※218号室は厨房換気扇が可動している6時から19時の間、ファンの音が居室内に伝わる為、
通常家賃相当額7万円のところ4万円になります。

なお、１月喫食がない場合においても¥27,540食材費として受領いたします。

※退去時原状回復等を返還金から差し引いた残額を居室明け渡し後、
３ヶ月以内に無利息で返還することとします。
（但し、返還金を超える原状回復等の場合は実費負担となります。）
※特別な介護用品、日用品などはお客様にてご用意頂く場合がございます。
※特別なレクリエーション費を了解の上、別途頂く場合がございます。
※上記利用料等は法律の改正等により変更される場合がございます。
介護保険一部負担金　※１ヶ月30日の例

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
182単位 311単位 538単位 604単位 674単位 738単位 807単位
6単位 6単位 6単位 6単位 6単位 6単位 6単位

188単位 317単位 544単位 610単位 680単位 744単位 813単位
80単位 80単位 80単位 80単位 80単位 80単位 80単位

¥6,540 ¥10,963 ¥18,750 ¥21,013 ¥23,414 ¥25,609 ¥27,976
¥13,080 ¥21,926 ¥37,499 ¥42,026 ¥46,827 ¥51,218 ¥55,952
¥19,619 ¥32,889 ¥56,248 ¥63,039 ¥70,240 ¥76,827 ¥83,927

※ホームの体制や入居期間により、加算が算定されない場合もあります。
※自立の場合、介護職員の人件費として¥33,000/月を頂きます。

×８．２％（合計単位数に乗じる）

地域区分　５級地 ×１０.４５円（１単位あたりの単価）

特定処遇改善加算Ⅱ ×１．２％ （合計単位数に乗じる）

介護度

自己負担額（１割）
自己負担額（２割）
自己負担額（３割）

基本単位
サービス提供体制強化加算Ⅲ

1日当たり合計
医療連携加算（月）

介護職員処遇改善加算Ⅰ

◇請求額　（1ヵ月分の支払い額）

「月払い利用料」「介護費用」「その他ご負担分」の合計

◇費用内訳
家賃

管理費

光熱水費

建物設備の賃貸料及び居室設備費用、建物及び付帯設備の維持・管理費

事務管理費、設備管理費、介護職員以外の人件費、共用設備等の維持管理費

居室、共用施設の光熱水費

その他ご負担分

介護保険サービスの自己負担額は含まない。
詳細は、別紙「介護サービス等の一覧表」に定めるとおりとする。
医療費・新聞代・おむつ代・買い物等の、
ご利用になられたその他サービス以外の実費分

食費

１ヶ月３０日で計算、人件費等の諸経費、食材費。

喫食数による返金は１日単位
（前日の１８時迄にご連絡のうえ、３食欠食で１日¥1,155）で返金いたします。

介護費用

¥232,626 ¥258,235

¥40,000

非課税

¥66,000

消費税
１０％

¥13,200

消費税
１０％

要介護５ ¥209,384 ¥237,360 ¥265,335

要介護２ ¥202,421 ¥223,434 ¥244,447

要介護３ ¥204,822 ¥228,235 ¥251,648

要介護４ ¥207,017

2割負担 3割負担

要支援１ ¥187,948 ¥194,488 ¥201,027

家賃 管理費 光熱水道 食費 1割負担

月額 月額 月額

要支援２ ¥192,371 ¥203,334 ¥214,297

要介護１ ¥200,158 ¥218,907 ¥237,656月額

軽減税率対応の為

食材費+厨房委託費

¥62,208

消費税８％

218号室プラン　（入居一時金無し） ※1ヵ月30日の例


