25．有料老人ホーム等
◆有料老人ホーム等
個々のニーズへ比較的柔軟に対応しながら、日常生活のサービスを提供する施設です。

※入所要件、費用は施設により異なります。詳細については直接施設にお問い合わせください。
有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

メールアドレス

ゴールドエイジさくらんぼ藤枝
事業所番号

【法人名】 ゴールドエイジ 株式会社
住 所 〒426-0018 藤枝市本町2-1-35
電話番号 054-639-5401

サービスの特徴
FAX番号

054-639-5571

t-masumoto@goldage.co.jp

要支援
入所要件 要介護

必要な
経 費

敷金家賃3ヶ月分・家賃7万～
13万円・管理費：42,000円・光熱費：15,750円～・食費：1日1,200円

有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

【法人名】 One Plus Style 合同会社
住 所 〒426-0025 藤枝市藤枝3-12-21
電話番号 054-668-9201

かがやき
事業所番号
サービスの特徴

FAX番号

054-668-9202

メールアドレス

介護保険サービスを利用しながら、一人一人
に合った暮らしを提供します。

要介護認定を受けている方のみ。
入所要件
必要な
経 費

月額費用/135,000～ 敷金：130,000円
（内訳）家賃65,000円、管理費43,000円（光熱水費含む）、食費27,000円（１日３食で30日の場合）

有料老人ホーム
【法人名】 株式会社 アイケア
住 所 〒426-0038 藤枝市東町1-43
電話番号 054-647-7177
メールアドレス

あいの里
事業所番号
サービスの特徴
FAX番号

054-647-1165

fujieda-day@aicare.co.jp
60歳以上で自立の方

入所要件

必要な
経 費

入居金：150,00円 家賃：45,000円
管理費：21,000円 光熱費：15,000円
昼食：600円 夕食：700円

有料老人ホーム
【法人名】 医療法人社団 聖カリスタス会
住 所 〒426-0034 藤枝市駅前1-8-11
電話番号 054-631-5552
メールアドレス

soudan@cordiale-fujieda.jp
自立・要支援・要介護

入所要件

コルディアーレ藤枝
事業所番号
サービスの特徴
FAX番号

054-631-5598

コルディアーレ藤枝では複合施設として、ご入居される皆
様が生きがいを感じ、安心して生活していただける「第２の
我が家」を目指しています。また、併設のセントマリア
フューチャークリニックは内科、整形外科、歯科を揃え健や
かな毎日を送っていただくための安心、安全なサポートを
提供します。

基本料金228,00円 別途：介護保険一部負担金・医療費・日常生活必要費など
必要な
経 費

有料老人ホーム

エムズ藤枝

【法人名】 株式会社 エムズキャスト
住 所 〒426-0067 藤枝市前島3-15-16
電話番号 054-634-4522

事業所番号
サービスの特徴
FAX番号

054-636-6477

訪問介護

メールアドレス

要介護～
入所要件
入居金：54,000円、食費：45,000円/月、家賃：50,000円/月、生活サポート費：25,000円/月
必要な
経 費

有料老人ホーム

ルーチェフォレスタ藤枝小石川

【法人名】 医療法人社団 凛和会
住 所 〒426-0033 藤枝市小石川町4-15-15
電話番号 054-625-7266
FAX番号 054-625-7261

事業所番号
サービスの特徴

新たなシニアホーム＆ライフのご提案

メールアドレス

要介護以上
入所要件

必要な
経 費

99,800円～129,800円（入居一時金0円）
※別途、介護サービス費・医療費・日常生活必需品費用など

養護老人ホーム

円月荘

【法人名】 指定管理者 社会福祉法人 富水会
住 所 〒426-0047 藤枝市与左衛門234-1
電話番号 054-635-0677
FAX番号 054-635-2021
メールアドレス

事業所番号
サービスの特徴

入所については、
藤枝市役所 介護福祉課(電話643-3144)へ

老人福祉法に基づき、65才以上の者で環境上の理由及び経済的な理
入所要件 由により、居宅において養護することが困難な者。身の回りのことが自
分でできる者。
本人と扶養義務者の所得に応じて負担
必要な
経 費

有料老人ホーム

アースの介護付有料老人ホームでらいと島田

【法人名】 株式会社 アース
住 所 〒427-0011 島田市東町183
電話番号 0547-33-2655
メールアドレス

事業所番号

2275400675

サービスの特徴
FAX番号

0547-33-2656

delight-shimada@earth-group.co.jp

ご飯が自社米・機能訓練士1名配置・看取り受
入れ可能

要支援～要介護
入所要件
169,980円～230,000円程
必要な
経 費

有料老人ホーム
【法人名】 株式会社 アース
住 所 〒427-0039 島田市向谷2-6-9
電話番号 0547-33-6517
メールアドレス

アースヴィレッジ島田
事業所番号
サービスの特徴
FAX番号

0547-33-6518

earthmukuya@yahoo.co.jp
自立の方～要介護５までの方、ご相談受付けます。

入所要件

必要な
経 費

介護度別月額費用
敷金0円
賃料：60,000円、共益費：22,500円、食費：48,600円
生活支援サービス費（介護度により違い有り）

訪問介護
ご飯が自社米
外部のデイサービス、通所リハビリに通うこと
ができます。

有料老人ホーム

たんぽぽ田尻
事業所番号

【法人名】 有限会社 吉田工房
住 所 〒425-0052 焼津市田尻1903-1
電話番号 054-625-0303
メールアドレス

FAX番号

054-625-0303

tanpopo_tajiri@yahoo.co.jp
介護１～介護５

入所要件 ・小人数による共同生活を営むことに支障がないこと

・自傷他害がないこと ・常時医療機関において治療する必要がないこと

必要な
経 費

ご利用者様全員が穏やかに生活でき「その人
らしく生きること」のたんぽぽの理念としてお手
伝いさせて頂きます。毎日皆が笑いのあるた
んぽぽ田尻になるようスタッフも笑顔で対応さ
せて頂いております。

入居一時金：120,000円(12ヶ月償却) 家賃：50,000円
食費：30,856円(朝・昼・夕食307円/食 おやつ102円)
水道光熱費：10,000円 維持管理費：2,000円
その他 日用品 等 ＋介護保険１割もしくは２割

有料老人ホーム

でらいと焼津
事業所番号

【法人名】 株式会社 アース
住 所 〒425-0041 焼津市石津165
電話番号 054-625-1300
メールアドレス

2275100507

サービスの特徴

2275100960

サービスの特徴
FAX番号

054-625-1301

hashigaya@earth-group.co.jp
要介護1～5

その人らしさを大切にし寄り添った快互（互い
が快く思える介護）を目指し取り組んでいま
す。

入所要件

必要な
経 費

家賃：69,000円 管理費：48,500円
介護保険一部負担金

軽費老人ホーム

食費：（30日の場合）50,000円

ケアハウスみどりの風・おかべ

【法人名】 社会福祉法人 至誠会
住 所 〒421-1131 藤枝市岡部町内谷581-8
電話番号 054-667-0202
FAX番号 054-667-2400
メールアドレス

midori@e-miwaｓan.com
６０歳以上で、自立した生活ができる方

入所要件

必要な
経 費

軽費老人ホーム

shu-suien@ai.tnc.ne.jp

60歳以上の自立した生活ができる方
入所要件 （介護度の有無は問いません）

必要な
経 費

個室で過ごされる６名の共同生活アパートの
感覚で生活して頂けます。１階にデイサービ
ス、２階・３階に介護付ケアハウスがあり、協力
医療機関も近くにあります。

入居時保証金30万円（退去時に返金）、家賃26,500円、食費と共有部分の水道光熱費43,700円、寝具等使用料2,000円、共有部分
の冷暖房費1,930円（6～8月、11～3月）、事務費10,000～69,900円 ※事務費はご本人の１年間の収入額により決定されます。
基本料金月額84,130円～144,030円
その他に 居室の電気料、日用品、医療費等が別途かかります。

【法人名】 社会福祉法人 新世会
住 所 〒425-0006 焼津市関方146
電話番号 054-620-7888
メールアドレス

事業所番号
サービスの特徴

①入居一時金 310,200円
②月額納付額 6～12万円
(利用者の年収により決定)

ケアハウス秀水苑
事業所番号
サービスの特徴
FAX番号

054-620-7887

食事の提供
共同浴室の準備

