
充実の医療・看護・介護がささえる、
豊かで自分らしい暮らし。

サービス付き高齢者向け住宅とは
高齢者住まい法の基準により登録される、介護・医療と連携し、高
齢者の安心を支えるサービスを提供する、バリアフリー構造の住宅。

サービス付き高齢者向け住宅

家族のように助け合って、
生きていこう。

http://www.nursinghomesakura.net

お問い合わせ・ご相談窓口

※携帯からもご利用いただけます。

箕面ナーシングホームさくら2号館 概要
サービス付き高齢者向け住宅登録番号／大阪府（29）0002
所在地 〒562-0041 大阪府箕面市桜3丁目3番46号 
構造・規模 鉄骨造2階建 
敷地面積 1676.13㎡
延床面積 1333.13㎡
居室数 全30戸（1階10室、2階20室）
共用設備 浴室・台所・食堂・多目的室・洗濯室・相談室・多目的トイレ
居室内設備 トイレ・洗面台・収納・エアコン・照明・スプリンクラー
居室面積 18.00㎡～27.00㎡
竣工 平成30年3月
入居開始 平成30年5月
協力医療機関 医療法人如月会 楠杜クリニック

●貸主・運営・サービス提供／株式会社アットホーム
〒569-1127 大阪府高槻市西真上一丁目28番18号  TEL 072-668-1180

さ く ら

0120-130-396
フリーダイヤル

ナーシングホームさくら 検索

病気や障がいがあっても
「自分らしく暮らしていきたい」
ナーシングホームさくらは、その想いを支えます。

基本サービス
 ●緊急時対応サービス
 ●状況把握（安否確認）サービス
 ●フロントサービス
  （郵便・宅配便の受取、タクシーの手配など）
 ●生活・健康相談サービス

有料選択サービス
 ●家事援助、身体介助などご要望に応じたサービス

箕面ナーシングホームさくら2号館の
生活支援サービス

※写真はイメージです。
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箕面ナーシングホームさくら2号館は、
医療ニーズの高い方にも対応しています。

医療・看護・介護の連携で、
穏やかな生活を実現します。
●訪問看護事業所、訪問介護事業所、デイサービス併設
●契約農家が心をこめて育てた有機栽培野菜等、
 旬の食材を使った食事を提供
●お二人で入居できる広めのお部屋（約27㎡）を４室ご用意

ターミナルケア希望や認知症のある方も、
ご入居いただけます。
●医療ニーズが高く、介護度の高い方
●認知症高齢者の方
●退院後の住まいでお困りの方
●特別養護老人ホーム等の入所待機をしている方

●運営事業者
株式会社 アットホーム

●契約農家
有限会社 るり渓やぎ農園

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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●ローソンまで徒歩1分
●ドラッグストアまで徒歩2分
最寄駅からの交通案内

「牧落」駅から徒歩9分

【オレンジゆずるバス】青・紫ルート
「桜中央橋」降車後、徒歩1分

阪急電鉄箕面線

箕面コミュニティバス

82系統：千里中央～石橋北口
「桜（大阪府）」降車後、徒歩5分

阪急バス

箕面の滝

「どのような障がいがあっても、みん
な家族のように助け合って生きてい
こう」と看護師が設立した会社で
す。主な事業内容は看護・介護
サービス事業です。

「地球にやさしく、人にもやさしく」を
モットーに、京都府園部町の地で
やぎの飼育と野菜作りを中心に循
環型の農業を目指しています。

皆様に四季を楽しみくつろいで過
ごして頂けるような雰囲気づくりとレ
クリエーションを企画。利用者様
の個別ニーズに合わせたケアに努
めています。

●併設施設
デイサービス なじみ庵

桜4丁目

2号館 箕面
川

桜（大阪府）
バス停桜中央橋

バス停

ローソン

サンドラッグ
箕面桜店

TSUTAYA
箕面牧落店

箕面市立総合
運動場野球場

阪
急
箕
面
線

牧落駅

内科・心療内科・精神科、認知
症デイケア専門。一人ひとりと向き
合い、理解を深め、その人の価
値観を尊重した医療を実践して
います。（池田市）

●協力医療機関
医療法人如月会 楠杜クリニック

くすのもり



看護師が設立した株式会社アットホームが運営する、
サービス付き高齢者向け住宅です。

●外観

知識と経験豊富な専門職が設計から参加。
いつまでも住み続けられるよう考え抜かれた住宅です。

ご入居までの流れ
まずはお気軽にご連絡ください。  
入居に関するご質問や見学のご希望など、どんなことでも親切・丁寧に対応させていただきます。

お問合せ 見学・
ご相談

ご入居の
お申し込み

必要書類
の提出

面 談 ご契約 入居
手続き

ご入居

居室内のご案内

※居室には、エアコン・照明・スプリンクラーが標準設備となっております。
※ベッド、その他家具等は備え付けではありません。

◉月額基本費用

明るく機能的な居室。洗面台やウォシュレット付トイレ、
収納を備えたワンルームです。もちろんオールバリアフリー。
安心・快適設計のお部屋です。

賃料（非課税） 80,000円～83,000円 120,000円

共益費（非課税） 20,000円 30,000円

生活支援基本サービス費（税抜） 32,000円 50,000円

合計（税抜） 132,000円～135,000円 200,000円

食費（3食30日ご利用の場合）（税抜）　　　　　　　　　約48,000円

※共益費には、電気・水道代を含みます。
※火災保険（個人賠償責任担保特約及び借家人賠償責任担保特約付）に
　ご加入いただきます。
※上記金額には医療・介護等のサービス費は含まれません。

入居に際しては、別途敷金（賃料３ヶ月分）がかかります。

居室Aタイプ
専有面積
18.00㎡

【一例】

トイレ

入
り
口洋室

物入

出入り・介助もしやすい
フルオープンタイプの扉

緊急通報装置 洗面台 緊急通報装置

Ａ・Ｂ・Ｃタイプ（単身向け居室） Ｄタイプ（世帯向け居室）

1階見取り図

高齢者の方に配慮したバリアフリー設計。
各居室や浴室、多目的トイレには「緊急通報装置」を完備しており、入居者の方 に々安心と快適をご提供します。

※図面は変更になる場合があります。
　また現状と異なる場合は現状が優先されます。

共用スペース
1階 食堂・浴室・多目的トイレ・洗濯室・台所・
 相談室・多目的室
2階 食堂・浴室・多目的トイレ・洗濯室・台所

Aタイプ （単身向け居室 定員１名：１階６室、２階９室）
Bタイプ （単身向け居室 定員１名：１階２室、２階２室）
Cタイプ （単身向け居室 定員１名：１階０室、２階７室）
Dタイプ （世帯向け居室 定員２名：１階２室、２階２室）

よくあるご質問

居室内のベッドサイドとトイレには双方向で通話可能な緊急通
報装置が付いており、すぐに異変をスタッフに知らせることが可
能です。また、必要に応じてご家族等へ連絡させていただきます。

夜中に具合が悪くなっても大丈夫でしょうか？Q

24時間、365日体制で職員を配置しており介護職員や看護
師とも連携をとっております。

職員体制はどのようになっていますか？Q
施設でも病院でもなくご自宅ですので、外出や外泊は自由で
す。事前にお申し出ください。ただし、医療機関にかかられて
いる方の場合は主治医に相談したうえで対応させていただくこ
とがあります。付き添い等につきましてはご相談ください。

外出や外泊などは自由なのでしょうか？Q

ナーシングホームさくらは、要介護認定を受けている60歳以
上の方を対象としたサービス付き高齢者向け住宅です。同居
者は、配偶者または60歳以上の親族、または要介護・要支
援認定を受けている60歳未満の親族です。

入居対象者は？Q

診療所や訪問看護事業所、訪問介護事業所とご契約いた
だくことで、24時間365日の連絡対応が可能です。
ご要望に応じ、連携先の事業所等をご紹介することも可能です。
また、住宅の生活支援（有料選択）サービスもご用意しております。

24時間の医療・介護を受けたいのですが。Q

ご希望により、１食からご用意できます。契約農家が心をこめて
育てた有機栽培野菜等、旬の食材を使った食事を提供させ
ていただきます。また、えん下状態に応じて刻み食、ミキサー
食にも対応させていただきます（別途有料）。料金（１食あたり）：朝
食400円、昼食600円、夕食600円（税抜）

食事サービスについて教えてください。Q

2号館

●多目的トイレ●機械浴室 ●居室 ※写真はイメージです。

●デイサービス ●食堂
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	箕面03のコピー

