
こもれびの里
東大阪

住宅型有料老人ホーム



互いを認め合えるつながりを大事
に、過ごす「わが家」

住宅型有料老人ホーム「こもれびの里東大阪」は、全５０室として、

共同生活を送って頂いております。

障害があっても、年をとっても家庭的であたたかな環境の中で、職員が家族の一員として、喜怒哀
楽をともに分かち合い、日常生活の支援をさせていただきます。
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文化の香り漂う街並み、そして利便性を兼ね備えた地に、「こもれびの里東大阪」誕生。

こもれびの里東大阪は河内小阪駅の北側にあり、商業施設や大阪商業大学も近隣にあり活気
のある環境です。

住まわれる方にも、ご家族の方にも、安心して生活していただける立地環境です。

• アクセス



お食事

フッターを追加
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・生活を豊かにより楽しく、食べる楽し
みをご提供いたします。「自分の家族
に味わってもらいたくなるような家庭
料理を。」コンセプトに一日は食べる
ことから始まり食べることで終わる。
ソフト食にも対応し、朝食には腸活ゼ
リーも導入、腸内環境の改善にも努め、
食がすすみます。

・高齢者等は、身体機能や生活習慣・薬
の副作用などの影響を受け、便秘にな
りやすい傾向にあります。そして、便
秘による本人の苦痛は計り知れません。
その苦しみを少しでも軽減できるように。

・腸活ゼリーは「オリゴワン」というおな
かに優しい乳糖果糖オリゴ糖を高配合し
たシロップです。腸内に存在するビフィ
ズス菌を増やし、便通を整えます。

・時には「パフォーマンス食」などのイベント食もご提供いたします。



フッターを追加
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【エントランス】
まるで、老人ホームではないような落
ち着いたエントランスとすることで
「わが家」のくつろぎを楽しんでいた
だけます。

【浴室】
個別浴室を３カ所、機械浴室を１カ所設
置し、より介護が必要となっても湯舟に
安全に気持ちよく入ることができます。

【食堂】
食堂は、２カ所設
置しくつろぎの空
間を提供いたしま
す。



フッターを追加
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【モデルルーム】
プライバシーを尊重した個室

制の居室は、安全性に配慮した
段差のないバリアフリー設計で
す。洗面台は車椅子でも出入り
がスムーズに配慮し、居室の玄
関は段差のないバリアフリー仕
様で開閉がスムーズなスライド
ドアとなっております。

居室内には緊急通報装置
（ナースコール）、冷暖房エア
コン、シーリングライト、カー
テンを設置しております。

【モデルルーム】
トイレは洗浄機能付き、移
乗や座位をサポートするの
に便利な手すり付きです。

また、トイレカーテンと
し万が一の際も素早く対応
できるように配慮しており
ます。



行事

お正月・鏡開き

節分

ひな祭り

お花見

鯉のぼり・公園散策

イベント

七夕

夏祭り

敬老会

ハロウィン

イベント

クリスマス会

フッターを追加
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１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

ふれあうぬくもり、
春夏秋冬いつもそばに



料金のご案内

*31日の場合は食費月額¥46,035となります。

・その他の費用

・介護保険料自己負担分

・医療費

・お薬代

・生活消耗品：オムツ・パッド等

・生活用品

・リネン代

・嗜好品等
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個室

敷金（入居時のみ） ¥150,000

家賃 ¥49,000

管理費 ¥30,000

水光熱費 ¥11,000

食費（３０日の場合） ¥44,550

事務手数料 ¥500

月額合計 ¥135,050

*生活保護等の方は別途ご相談ください。



その他の費用詳細

*処遇改善加算を含めませんので上記より10～20%高くなります。

・介護保険一部負担金（概算）
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区分 支給限度額
自己負担上限額

１割 ２割

要介護１ ¥179,385 ¥17,939 ¥35,877

要介護２ ¥210,843 ¥21,085 ¥42,169

要介護３ ¥289,413 ¥28,942 ¥57,883

要介護４ ¥331,036 ¥33,104 ¥66,208

要介護５ ¥387,521 ¥38,753 ¥77,505

生活消耗品等

オムツセット ¥660/日(税込)

リハビリパンツセット ¥528/日(税込)

生活用品セット ¥242/日(税込)

リネンレンタルセット ¥1,650/月(税込)



生活用品セット一覧
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タオルプラン
分類 商品名 使用目安 備考

タオル類
バスタオル 3枚/週 追加交換可能

フェイスタオル 7枚/週 追加交換可能

消耗品
分類 商品名 使用目安 備考

消耗品

BOXティッシュ 1箱/20日

必要に応じて
追加交換して
いただけます

トイレットペーパー 1ロール/7日

コップ
1個/60日

水筒（プラスチック）

ストロー 1本/日

歯ブラシ 1本/60日

歯磨き粉 1個/20日

入れ歯容器 1個/60日

入れ歯洗浄剤 1錠/日

ゴミ箱 適宜交換

ゴミ袋（おむつ処理・ゴミ箱用） 3～4枚/日

食事用エプロン 3枚/日

トイレ用ブラシ 適宜

リンスインシャンプー 適宜

ボディーソープ 適宜

洗濯洗剤 適宜

柔軟剤 適宜

漂白剤（ワイドハイターEX） 適宜

ハンドソープ 適宜

洗濯かご 適宜交換



ご入居者様の受け入れ情報
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・入居条件：６５歳以上（４０歳以上で特定疾患を
お持ちの方、障害者手帳等をお持ちの方）

・介護保険証をお持ちの方（要介護１～要介護５）

（要支援は要相談）

医療行為 可否 備考

インスリン 〇
時間・回数についてはご相談を
させて頂く場合がございます

在宅酸素 〇

鼻腔栄養 ✖

胃ろう 〇
ご相談させて頂く場合

がございます

人工透析 △ ご相談ください

ストマ（人工肛門） 〇

尿バルーン 〇

たん吸引 〇
頻度についてご相談させて
頂く場合がございます

IVH（中心静脈栄養） △ ご相談ください

褥瘡（床ずれ） 〇

難病 〇

その他医療行為につい
てはご相談ください



ご入居までの流れ

フッターを追加

11

まずは施設へお問い合わせください。担当者より見学のお日にちを調整さ
せていただきますので、ご都合のよろしいお日にちをお伝えください。

１．【施設見学】

ご入居のご希望がございましたら、お手数ですが下記の書類を提出して
いただきます。
①受付シート
②診療情報/看護サマリーなど
③健康保険/介護保険など保険書類のコピー

２．【申込書のお渡し】

書類確認後、ご自宅や病院等、現在お住まいの場所に訪問いたします。
現在の生活状況等の聞き取り、面談を実施させていただきます。

※面談の結果にてご入居いただけるか判断させて頂きます。面談結果
によっては、ご入居をお断りする場合がありますので予めご了承ください。

３．【面談】

面談の結果、ご入居可能となりましたら、改めて契約日とご入居日の調
整をさせて頂きます。この時点でわからないことや、ご入居にあたってご不
明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。契約完了後、入居日
にお引越しとなり新しい生活がスタートします。

４．【契約・入居日】



ご入居時必要物品
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書類関係

介護保険証、負担割合証 各1枚

医療保険証、限度証・医療証等
（対象者）

各1枚

障がい者手帳（対象者） 各1枚

印鑑（認め印、銀行印） 各１個

口座振替をするキャッシュカード・暗証番号

生活用品

掃除用具 雑巾3枚

電気カミソリ（男性） １個

防水シーツ（必要な場合） ２枚程度（施設で購入可能）

靴（外出用、室内用） 各１足

衣類 最低3日分

下着（上下） 最低3日分

パジャマ 最低3日分

洗濯用品

洗濯ネット 1個

※危険物（刃物、火器など）、ペットの連れ込みに関しては原則禁止させていただいております。
※ご利用者様の管理能力によっては、条件付きで持ち込みを許可させていただくものもございま
すので、１度ご相談ください

※嗜好品等は、施設にご確認のうえご持参ください。



メモ
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住宅型有料老人ホーム

こもれびの里東大阪

電話番号

06-6784-0666

FAX番号

06-6784-0667

ご相談・お問い合わせ


