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デイサービス

奏で

取手店

茨城県取手市井野台2-5-38

TEL 0297-77-5355

FAX 0297-77-5356



①

②

③

④

⑤

： ■自主事業
：年中無休 １５０円

３０００円
営業時間 ：8：30～17:30

：４００円
：５０単位
：マイナス47単位（片道）

夜間利用料 １０００円

朝食代 ４００円

夕食代 ４００円

1泊概算 １８００円 （税抜金額）

自主事業にて宿泊サービスも提供しております☆急な宿泊への対応も万全です☆

民家を改装した２４時間３６５日営業の１0名定員の地域密着型のデイサービスです。

毎食、手作りのお食事をご用意致します。自慢の手料理を楽しんでください。
室内イベントは勿論、積極的に外出イベントを行います！！大洗の海や牛久大仏へも行きます！！

要支援の方のご利用も可能ですので、ご相談ください☆

入浴加算 朝食・夕食・お弁当 各４００円

送迎対応時間
柔軟に対応させて頂きます！
お気軽にご相談ください♪

営業日 おむつ代　　　　　

通所のみ　1月１,２,３日休業 外出サポート
宿泊サービス １０００円

昼食費 保険外通所介護 ２０００円

例）要介護度３の方で９/１～９/８まで 宿泊と合わせたご利用・・2３,５９０円です☆

尚、加算項目は地域密着型通所介護になります

　

　☆日常生活支援総合事業☆の方もご利用出来ます、お気軽にご相談ください☆

　　　　要支援１：１６７０円／月　　　要支援２：３４２５円／月
月額での料金体系となります。
尚、他のサービスに関しましては要介護の方と同様のサービスを提供させて頂きま
す♪

　　　　　　　　　奏ではこんな特色を持っています♪

◎奏ででは、特別な気遣いやご負担などをおかけしませんよう、本当に普通で楽しい、
␣そして安らげる毎日をお過ごしいただくことを大切にしています。

◎ご利用者のみなさまが「こうしたい」という思いに、できるだけ柔軟に応えられる
   サービスのご提供に力を入れています。

◎小規模＆アットホームな施設ならではの特色。規模が小さい分、一人一人の利用者様に
   細かな所まで気配りや目配りがきちんと行き渡るデイサービスが当施設の自慢です。

送迎減算 （税抜金額）

☆ご帰宅後にお召し上がり頂ける様、お弁当サービスも行っております☆

緊急時や、施設入所待ち等、様々なニーズにお応えする為に
　　　　　　　　　　　　　　　宿泊サービスを提供させて頂いております。



一食432円

ちょっと遠くても先ずは挑戦です
筑波山にも海までも行っちゃいました
室内イベントも充実！！

食事

お料理大好きな食事専門の職員が真心いっぱい家庭の味を作ってくれます
熱々のお味噌汁と季節のお料理やみんなのリクエストに応えてくれます

イベント

生活動作の維持、向上に努めております
身体を動かす楽しみを見つけ意欲を向上
元気な笑いと共に頑張れちゃいます
脳と身体を鍛えるウォーキングもファイト！

アットホーム 自宅活用型なのでお家にいる気分♪
職員との距離も近く、家族の様に一体感！
同じ年代の方も多いので会話も弾みます♪

畑を始めました
土を耕し苗を植えました。草が次々に出てくるから大変です
でも収穫が楽しみ。みんなで食べようね畑

運動

自宅介護でお悩みの方のお手伝い、

ご相談を随時承っております。



奏で
日々の活動内容

6:30 起床 起床の準備が始まります。

7:30 朝食 朝食をお召し上がりください。

8:30 送迎 デイサービスが始まります。

9:30 健康チェック 宿泊された方、送迎にて到着された方から順次

体温、血圧、脈拍、SPO2を測り健康チェックを行います。

朝の会 全員揃ったところで改めましておはようございます。
10:00

入浴 声を掛けられた方から入浴して頂きます。

レクリエーション

入浴の待ち時間等に創作活動や歌、将棋、個別に運動

レクリエーション等を行います。

12:00 口腔体操 美味しくご飯が食べられるように、お口の体操を行います。

昼食 自慢の手作り料理をお楽しみいただきます。

楽しく過ごしていただきます。

口腔ケア 順番に歯磨きをお願いしています。

13:30 体操 みんなと一緒に体を動かしていきます。

14:00 レクリエーション

外出やゲーム、おやつ作り、カラオケ等を行い

15:00 おやつ 和菓子や、洋菓子、手作りのものまで

日替わりのおやつをお楽しみください。

自由時間 送迎のお時間まで、お好きな趣味活動をお楽しみください。

16:30 送迎 デイサービスご利用者様をお家までお送りいたします。

17:30 夕食 宿泊、時間延長サービスご利用の方、

夕食をお召し上がりください。

19:00 自由時間 就寝までのお時間、TV,おしゃべりをお楽しみください。

就寝準備を始めます。

20:00 消灯時間 ベット、お布団でゆっくりお休みください。



有　無

有　無

じょくそう　　 有　無

感染症　　　 有　無

住所
〒

デイサービス　奏で　取手店

相談記録票/お試し希望者名簿　　　　

受付日 　　平成　　年　　月　　日 受付者：

利用希望者 　　　　　　　　　　　　　様要介護度 性別 男　・　女

生年月日 　Ｍ　Ｔ　Ｓ　　　年　　　月　　　日 年齢 　　　　　歳

電話番号 同居 別居

相談者 　　　　　　　　　　　　　 続柄 性別 男　・　女

住所
〒

電話番号 携帯番号

既往歴

主治医

居宅介護支援事業所 担当ケアマネ

このままFAX送付お願いします。

０２９７－７７－５３５６

他のサービス利用状況 サービス種別

所見

アレルギー 　



算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計
通所介護53 1006 1 1006 入浴 50 1 50 送迎減算 -47 0 0

¥1,104 ¥2,207

自費項目 単価 回数 単価 回数
朝食 ¥432 ¥324 0
昼食 ¥432 1 ¥2,160 0
夕食 ¥432 ¥3,240 0
弁当 ¥432
宿泊 ¥1,080

算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計
通所介護53 1006 28 28168 入浴 50 26 1300 送迎減算 -47 54 -2538

¥28,142 ¥56,284

自費項目 単価 回数 単価 回数
朝食 ¥432 30 ¥324 0
昼食 ¥432 31 ¥2,160 3
夕食 ¥432 30 ¥3,240 0
弁当 ¥432 0
宿泊 ¥1,080 30

算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計
通所介護53 1006 2 2012 入浴 50 2 100 送迎減算 -47 2 -94

¥2,109 ¥4,218

自費項目 単価 回数 単価 回数
朝食 ¥432 1 ¥324 0
昼食 ¥432 2 ¥2,160 0
夕食 ¥432 1 ¥3,240 0
弁当 ¥432 0
宿泊 ¥1,080 1

算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計
通所介護53 1006 6 6036 入浴 50 6 300 送迎減算 -47 10 -470

¥6,130 ¥12,260

自費項目 単価 回数 単価 回数
朝食 ¥432 5 ¥324 0
昼食 ¥432 6 ¥2,160 0
夕食 ¥432 5 ¥3,240 0
弁当 ¥432 0
宿泊 ¥1,080 5

算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計 算定項目 単位数 回数 計
通所介護53 1006 11 11066 入浴 50 11 550 送迎減算 -47 20 -940

¥11,157 ¥22,313

自費項目 単価 回数 単価 回数

ご利用料金お見積り　　デイサービス奏で取手店

サービス提供時間：　9：30～16：30　　7時間以上8時間未満
〈　要介護度　3　の場合のデイサービス1回のご利用料金　〉

使用単位数 1056 1割負担 2割負担

¥432 保険外地域通所介護 ¥0
¥0 外出サポート ¥0

金額 自費項目 金額
¥0 延長 ¥0

例1）　　　〈　１カ月（31日）宿泊サービスとデイサービスを併用した場合（30泊31日）　〉

使用単位数 26930 1割負担 2割負担

金額 自費項目 金額

¥0
¥0 自費負担額 ¥432

利用者請求額 ¥1,536 ¥2,639

¥12,960 外出サポート ¥0
¥0

¥32,400 自費負担額

¥12,960 延長 ¥0
¥13,392 保険外地域通所介護 ¥6,480

¥78,192

利用者請求額 ¥106,334 ¥134,476

例2）　　　〈　１泊２日　宿泊サービスとデイサービスを併用した場合　〉

使用単位数 2018 1割負担 2割負担

¥864 保険外地域通所介護 ¥0
¥432 外出サポート ¥0

金額 自費項目 金額
¥432 延長 ¥0

例3）　　　〈　5泊6日　宿泊サービスとデイサービスを併用した場合　〉

使用単位数 5866 1割負担 2割負担

金額 自費項目 金額

¥0
¥1,080 自費負担額 ¥2,808

利用者請求額 ¥4,917 ¥7,026

¥2,160 外出サポート ¥0
¥0

¥5,400 自費負担額

¥2,160 延長 ¥0
¥2,592 保険外地域通所介護 ¥0

¥12,312

利用者請求額 ¥18,442 ¥24,572

例4）　　　〈　10泊11日　宿泊サービスとデイサービスを併用した場合　〉

使用単位数 10676 1割負担 2割負担

金額 自費項目 金額



朝食 ¥432 10 ¥324 0
昼食 ¥432 11 ¥2,160 0
夕食 ¥432 10 ¥3,240 0
弁当 ¥432 0
宿泊 ¥1,080 10

¥4,752 保険外地域通所介護 ¥0
¥4,320 外出サポート ¥0

¥4,320 延長 ¥0

　以上、幾つかのパターンにてお見積りを出させていただきましたのでご検討く
ださい。  また３０日、３１日の月や、入浴、宿泊、延長サービスの回数等々に
より、金額は変動いたしますので、およその金額とご理解ください。
自費項目の単価及び金額は税込み価格となっており、利用者請求額の左側
の金額は１割負担の方、右側の金額は２割負担の方の金額になります。
お見積り書のご不明点やご相談等お気軽にお問い合わせください。

¥0
¥10,800 自費負担額 ¥24,192

利用者請求額 ¥35,349 ¥46,505






