
社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム江東北砂

〒136-0073 東京都江東区北砂6丁目27-17

☎ ： 03-6666-3811 ※9：00～18：00

📠 ： 03-6666-3817

●開設準備室担当：濱崎・森

※サワイメディカルクリニックさんの3階～5階です

「ゆっくり」 「一緒に」 「楽しく」

優っくりグループホームのコンセプト



※申し込みは「優っくりグループホーム江東北砂」で直接承ります
※申込書はホームにあります
※見学も随時受け付けています

※書類審査後、面談を行ないます
※既往歴や現病歴、飲んでいるお薬や生活の様子を教えてください

※順番になりましたらご連絡します

※入居日の日程調整をします
※主治医の先生に診療情報提供書を依頼してください
※保険証類をお預かりします
※持ち物の詳細は別ページを参考にしてください

利用申込書提出

面 談

待 機

入 居

申し込むためには . . . 

●江東区に住民票がある

●お医者さんから認知症の

診断を受けている



※家賃／食材料費／光熱水費／共益費は各負担段階、同額です

①割負担

②割負担

③割負担

【その他、個別にかかる費用】

行事レクリエーション、おむつ、理美容

個人的に使用する日用品、 必要な医療費負担等

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

介護サービス費 26,993 28,555 29,827 30,699 31,280 31,861

家賃 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000

食材料費 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

光熱水費 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

共益費 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

合計 177,493 179,055 180,327 181,199 181,780 182,361

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

介護サービス費 53,986 57,110 59,654 61,398 62,560 63,722

家賃 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000

食材料費 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

光熱水費 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

共益費 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

合計 204,486 207,610 210,154 211,898 213,060 214,222

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

介護サービス費 80,979 85,665 89,481 92,097 93,840 95,583

家賃 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000

食材料費 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

光熱水費 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

共益費 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

合計 231,479 236,165 239,981 242,597 244,340 246,083

（円）

（円）

（円）



＊紛失防止のため、お名前を記入ください
＊貴重品の持ち込みは禁止させていただきます

普段着（上下）／肌着（上下）／靴下

・・・5～7組前後

※リハビリパンツ／パッド類（必要な方の

み・ホームでのご用意はありません・要介

護3以上のかたは江東区からの助成の対象

になりますのでご相談ください）

外履き／内履き
※転倒予防のために、

かかとのあるものを

推奨します

歯ブラシ／歯みがき粉／うがいコップ

／入れ歯ケース／入れ歯洗浄剤／髭剃

り（※電動）／化粧水・化粧品類

置き時計／腕時計

メガネ／メガネケース

ティシュペーパー

※お部屋等で個人的に使

うもの

※カーテンは消防の基準

を満たしたものであれば

好みに変えてＯＫ！

※杖、車椅子、その他使

い慣れたもの

○シャンプー／リンス

石鹸（ボディソープ）

○洗顔料（メイク落とし）

バスタオル／フェイスタオル

※シャンプー等はホームにも用意が

ありますが、お好みのものがあれば

持参ください

温度調節ができるよう

なカーディガン等があ

ると便利です♪

思い出の写真や装飾品もお持ちい

ただいてます。ご遠慮なく相談く

ださい

● 衣類 ●

● 洗面道具 ●

● 入浴道具 ●
● お部屋内等 ●



忘れ物のないようお願いいたします

□　介護保険被保険者証

□　介護保険負担割合証

□　介護保険負担限度額認定証　

※対象者のみ

※グループホーム利用料への適用外

□　健康保険証

□　限度額適用・標準負担額減額認定証　※対象者のみ

□　身体障害者手帳　※対象者のみ

□　障害者医療受給者証　※対象者のみ

□　特定疾患医療受給者証　※対象者のみ

□　診療情報提供書　※ホーム書式あり

□　お薬（2週間分）　

※服用している方のみ一包化してお持ちください

□　お薬手帳　もしくは　お薬説明書

□　印鑑（□入居者用／□身元引受人用）　※契約書用

□　口座の分かるもの

※利用料は口座振替となります

※口座振替用紙を記入いただきます

□　口座お届け印

バラバラのお薬を・・・

一包化！！



〒136-0073 東京都江東区北砂6丁目27-17

☎ ： 03-1234-5678

坂道を登る

大島駅

徒歩 A5出口

バス A6出口

丸八橋北詰交差点

丸八橋南詰交差点



■大島駅（都営新宿線）

■南砂町駅（東京メトロ東西線）

■東陽町駅（東京メトロ東西線）

■亀戸駅（総武線）

徒歩 A5出口から15分

バス

A6出口 丸八通り沿いバスのりばまで徒歩1分弱 ④番のりば
都営バス 亀21系統 「東陽町駅前行」
「大島駅前」 → 「北砂六丁目」 乗車時間 ： 約3分
下車徒歩5分　※2つ目のバス停
210円／〔ＩＣ〕206円

バス

北口バスのりば
都営バス ⑤番　亀21系統 「東陽町駅前行」 　※7つ目のバス停
都営バス ②番　亀23系統 「江東高齢者医療センター行」　※8つ目
「亀戸駅前」 → 「北砂六丁目」　乗車時間 ： 約11分
下車徒歩6分
210円／〔ＩＣ〕206円

徒歩 22分

バス

2ｂ出口 信号を渡って丸八通り沿いバスのりばまで徒歩1分
都営バス 亀23系統 「亀戸駅前行」
「南砂町駅前」 → 「北砂六丁目」 乗車時間 ： 約8分
下車し、丸八橋南詰交差点を渡り、徒歩8分　※6つ目のバス停
210円／〔ＩＣ〕206円

徒歩 36分

バス

1番出口 永代通り沿いすぐ ①番のりば
都営バス 亀21系統 「亀戸駅前行」
「東陽町駅前」 → 「北砂六丁目」 乗車時間 ： 約22分
下車し、丸八橋南詰交差点を渡り、徒歩8分　※15個目のバス停
210円／〔ＩＣ〕206円

徒歩 36分

交 通 機 関



3階入居者・・・9名

4階入居者・・・9名

●回診・往診

サワイ・メディカルクリニック

●訪問歯科

※調整中

●訪問看護

ボンズシップ訪問看護リハビリステーション

計 18名

キッチン

リビング

ダイニング

居室1居室6

居室7

居室3 居室2居室4居室5

居室9居室8

脱衣室

廊 下

階段室
バルコニー

バルコニー
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