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お問い合わせ電話番号 ０２２－３０６－４０７７

受付時間9：00～18：00



サービス付き高齢者向け住宅とは？

● 看護師が定期的にお部屋に訪問し、健康相談を賜ります。

● ご希望者には、在宅医を紹介いたします。（訪問診療該当者は、医師がお部屋を訪問）

● 犬・猫 ペットと一緒に生活ができます。

● バリアフリーの住宅です。

● 個室は広々 ２５㎡。

● 浴室・キッチン全室完備されています。

● 毎日ヘルパーが訪問して安否確認を実施。

● 入居一時金 ～無料～。



【サービス付き高齢者向け住宅】

まえだの家Ｓ 仙台南

【サービス付き高齢者向け住宅】

まえだの家Ｓ 仙台南

概要

〒 981-1104
宮城県仙台市太白区中田７丁目２2－1

ＴＥＬ ０２２－３０６－４０７７

総戸数 ６6戸（１階：33戸、2階：33戸）
構造 重量鉄骨造 地上2階建
敷地面積 ２,９９０.５５㎡
総延床面積 ２,８７１.５６㎡
居室面積 25.０８㎡（全５4戸）・25.４4 ㎡ （全12戸）
共用設備 食堂2階
冷暖房完備、洗浄暖房便座付きトイレ、緊急通報システム、エレベーター、

特殊浴室、オートロック、インターホン、自転車置場、駐車場
居室設備 エアコン、洗面、暖房便座付トイレ、緊急通報システム、収納、下駄箱

浴室、ミニキッチン、洗濯機スペース、固定電話設置可能、玄関収納イス
完成年月 平成２5年4月完成
土地建物の権利形態 賃借



●登録基準

住 宅 ： 床面積（原則２５㎡以上）
※但し、居間、食堂、台所その他の部分について
共同利用に十分な面積を有する場合は18 ㎡以上でも可

便所・洗面設備等の設置、バリアフリー

サービス ： サービスを提供すること
（少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供）

契 約 ： 高齢者の居住の安定が図られた契約であること
前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること 4



【写真：イメージ】
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【写真：イメージ】
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まえだの家Ｓ仙台南の浴室は・・・
①２基の緊急通報装置を設備。
②手すりの配置が多く安全。
③床が滑りにくい材質。
④浴槽が椅子と同じ高さなので、
またがずに足の組み換えだけで入れる。

浴室
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● 全室に浴室が標準装備

◆ 居室に浴室があるので、自由な時間に入浴が可能

◆ プライバシーが確保できる

◆ ヘルパーの援助により、入浴を楽しめる

◆ 寝たきりになっても入れる浴室がある

◆ 自動お湯張り機能 ボタンひとつで入浴



他の事業所など
必要に応じ介護保険
サービス提供

地域連携の薬局

居宅療養管理指導

・薬局

居宅介護支援事業所

入居者様のケアプラン作成

訪問介護事業所

入居者様へ介護サービスを提供

地域連携の医療機関

24時間在宅総合診療

月2回の定期往診

迅速な対応

食事提供

安心のサポート体制図

サービス付き高齢者向け住宅

『まえだの家Ｓ 仙台南』

生活支援
サービス
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まえだの家Ｓ(サービス付き高齢者向け住宅）の特徴

高

低

自由度

低 高

安全性
便宜性

自由度は高いが安全面で不安
また、ご家族の負担も大きい

安全面は安心、しかし
入居者様の自由度は低い

自由度も安心感も高い
サービス付き高齢者向け住宅

介護施設

まえだの家Ｓご自宅

サービス付き高齢者向け住宅
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医療・健康管理について
● 医療コンシェルジュ（看護師）が居住している皆様のお部屋に訪問します。

● 協力医療機関より医師が定期的に（月２回程度）往診による

治療やお薬の処方が可能です。＊往診可否の条件がありますのでお気軽相談ください。

【インシュリン注射、透析、在宅酸素、経管栄養、癌の末期、看取り、

留置カテーテル、ＩＶＨ、入居実績があります】

● 体調不良時や緊急の場合は、協力医療機関の医師へ指示を

仰ぎます。緊急の場合、救急搬送・入院の手配等も行います。

薬について
地域連携の薬局が、主治医の処方箋に基づき一元管理

（調剤・一包化・配達・管理・服薬説明・薬情報の提供等）を行い

薬剤師が責任を持ってお部屋までお届けし、服薬の管理指導を行います。
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まえだの家Ｓ仙台南のケア

重度の障害をお持ちの方（要介護５まで）、ご入居
可能です。
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・厨房にて最終調理（味付け・盛付け等）を行い、２階食堂にてご提供いたします。

・1食単位でのご注文もお受けいたします

・食事の時間帯は概ね以下の通りです。食事時は混雑が予想されますので、
ご都合の良い時間帯にお越し下さい。

朝）7:30～9:30 昼）12:00～13:30  夕)18:00～19:30

・お体の状態に応じ、お粥や刻み食/ﾐｷｻｰ等への変更も行います。

・食事介助や見守りが必要な方は,訪問介護等のサービスをご利用頂けます。

お食事について

価格 （税込） 発注単位 発注期限

セット料金・・・

一日セット１，５２２円（税込）
１ケ月目安ｘ３０日＝

４５，６６０円（税込）

１食単位
3日前の
午前10時昼食・夕食セット １，２９６円（税込）

１ケ月目安ｘ３０日＝
３８，８８０円（税込）

個別注文単価・・・ 朝食 ３９９円
昼食 ７７０円
夕食 ６３７円



鶏そぼろ丼（宮崎県）鶏
そぼろの旨みにしょうが
の風味が加わり、ご飯が
進みます。

宮崎県は、気候も温暖で
養鶏も盛んな地域であり、
鶏肉消費量が日本一位
の県と言われています。
鶏そぼろ以外にも鶏刺し、
チキン南蛮、鶏の炭火焼
きなど、鶏肉を使った
様々な献立が家庭の食
卓を彩っています。

米沢牛コロッケ（山形県）米沢牛
のコクと旨みが詰まった絶品の
コロッケをどうぞ。

メニュー例
のご紹介



①個別ケアの実現と医療専門職による個別相談

1対１のゆとりある介護を提供いたします。

看護師による健康相談をたまわります。

②その方に応じた必要で適切な介護を提供

同一建物に常駐いたしますヘルパー、ケアマネージャー、看護師が日々、入居者様の状態

を観察し、必要に応じて柔軟にケアプランの見直しを行います。

介護度が重くなっても、利用者様、ご家族に寄り添い、最期の看取りまで支援いたします。

③個別のスケジュールに沿った介護

施設都合での集団ケアではなく、個別のスケジュールにそって、いつ、何時に、どのようなケ
アを行うかを明確にすることにより、サービスの質の向上を図っております。

④多職種の連携による介護

医師・薬剤師・看護師など必要な医療的支援をコーディネートいたしますので、お気軽相談

ください。通所介護やリハビリなど、ご利用者様に対する必要な援助についての生活相談を

日々行っています。

まえだの家Ｓのケア（まとめ）



・専門の先生が来訪し、各種講座、教室を実施致します。
定期的に、同じ目的が集まるような、カルチャースクール形式となります。
「お仲間作り」「趣味の継続」など目的はさまざまであります。

例 ： 体操教室、フラワーアレンジメント、書道教室・ペン字教室
カラオケ教室、編み物教室 など

・ ご参加は自由となりますが、参加費は参加者様のご負担になります。
予めご了承下さい。（概ね１回あたり300円程度）

・ ご要望があれば、新たな教室の開催を手配することも可能です。
ご意見・ご要望など、お気軽にお申し付け下さい。

アクティビティサービス（いきいき倶楽部）について
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【いきいき倶楽部】スケジュール例

上記は一例です。
まえだの家Ｓでは皆様のご要望を伺い、
随時企画してまいります。

まえだの家Ｓ 仙台南 スケジュール （食堂にて）



（敷金・礼金・一時金なし）

月額利用料 １30，0００（税込）
内訳/ 【家賃】 【共益費】 【生活支援サービス費】

84,０00円 13,000円 ３3,000円

※共益費 : 共用部分の維持管理費(水光熱費・保守管理費等。

※生活支援サービス費 : 24時間の緊急時の対応及び安全確認、

介護等の相談及び外部事業者への取次ぎ、簡単な営繕作業 等。

※月の途中でのご入居・ご退去は日割りにて計算させて頂きます。

【以下の費用に関しましては個人差がございます】
・食費月額 4５,６６０円（税込・１日1,５２２円・30日ご利用された場合)

・居室電気代 １ｋｗｈ ３8円（別途消費税がかかります）

・居室水道代 水道局との直接契約

・介護保険１～３割負担額 （約5,662円 ～ ）

※ 医療費・薬剤費（医療保険の自己負担金）

入居費用



（家具・電化製品等）
ベッド、寝具、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、机、椅子、
電話機（NTTの工事費別途要）、お仏壇等

（衣類・タオル等）
外出着・パジャマ・下着、タオル､バスタオル等

（日用品 他）
洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉・入歯洗浄剤）、掃除道具、
トイレットペーパー等
ご使用の介護用品（杖・車椅子・おむつなど）
内服中の薬（内服薬・目薬・塗り薬など）
各種保険証（介護保険証、健康保険証、老人医療受給者証、
身体障害者手帳など）
施設/病院ご利用中の方はサマリ－(情報提供書、医師の紹介状)
装飾品（時計・絵・花・写真など）

お持込み頂く物について
各居室には、
お風呂・トイレ・洗面台・ミニキッチン・エアコン・照明器具が備え付けとなっております。

それ以外は、使い慣れた物をお持込みいただき、ご自由にお使い下さい。
ご参考までに、お持ち頂く物をご紹介致します。

【居室イメージ写真】 18



来訪・ご宿泊について
建物玄関はオートロックシステムになっております。
事務所にお立ち寄り頂く必要や「来訪・帰宅の記帳」など、
来訪時に気兼ねされる要素がございません。いつでもお気軽にご訪問いただけます。
宿泊もご自由にしていただけます。

お食事について
ご家族様もご一緒にお食事をお楽しみ下さい。４日前の午前10時までにご連絡頂ければ
実費にて準備いたします。また、外食される場合は同期限にて食堂に設置の
所定書面でキャンセル頂ければ食事代を返却致します。

外出について
お散歩、お買い物、外食、外泊等、ご自由にお楽しみ下さい。

ご家族の皆様へ
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説明会・見学会

仮入居申込み

入居説明

ご契約

ご入居

介護事業所選定

※介護が必要な方には関しては、
介護サービスのご相談を承ります。

※今までお使いのサービスを継続
利用することも出来ます。

介護サービス開始

ご入居までの流れ
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＊体験入居も可能です。（最長2泊3日）
別途食事代が必要となります。



まえだの家
仙台中田

ガリバー南仙台店

まえだの家S
仙台南



ご案内窓口

受付時間9：00～18：00

〒981-1104

宮城県仙台市太白区中田7丁目22-1

まえだの家 仙台南

まえだの家Ｓ仙台南 ＴＥＬ ０２２－３０６－４０７７
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