
会　社　案　内

そっと、そばにいて

ずっと、みつめていたいから・・・

私達の仕事は、人が必要とし　人が喜ぶこと

社会が求めていること　自分も幸せになれること

だからこそ、一生懸命にやりとうさなければならない。

株式会社ウエルビーイング
  〒370-0004 群馬県高崎市井野町３７６番地

   TEL: 027-386-8700  FAX: 027-386-8668

       ホームページ http://www.wellbeing-care.jp



ケアビレッジ・ウェルビ井野　

ウェルビ・浜川 ２６年１月　リニューアルオープン

 住宅型有料老人ホーム　　　　　　20室/20床
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ごあいさつ
事業方針

◆　利用者に信頼され、必要とされ、選ばれる事業者になる
◆　職員の資質の向上
◆　職員の教育指導と資格取得の推進
◆　制度を順守した管理体制の構築
◆　リスク管理体制の構築
◆　トータルサービス事業への対応と展開

企業理念

◆　お年よりは人生の大先輩である
◆　お年よりは自身の父であり母である
◆　目配り、気配り、心配り
◆　技術、知識、心、個性
◆　謙虚な心と前向きな姿勢、そして努力と奉仕

行動指針

株式会社　ウエルビーイング
取締役社長　佐藤　健司

ウエルビーイングについて

◆　私達は、ご利用者と会社の有形、無形の財産を守ります。

◆　私達は、基本的人権を尊重し差別や偏見、偽りの心、人を傷つける行動をしません。
◆　私達は、ご利用者、ご家族からの「安心」「信頼」を第一に行動します。
◆　私達は、常に礼儀をわきまえ、人と人との和を大切に公平で公正な行動をします。
◆　私達は、法令や社会のルール、会社の決め事を厳守します。
◆　私達は、資質の向上を目指し良質の介護サービスを提供し社会に貢献します。

　上記の理念を掲げ、普段よりご利用者様・ご家族を大切にし、心から「ウエルビで
よかった」という声が聞けるよう日々努力してまいります。まだまだ私自身、力不足で

ありますので、さらなるご支援とご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い致します。

設　　　立 　平成　10年　6月

代　表　者

資　本　金

本社所在地

事　業　所

　取締役社長　佐藤　健司

　3,620万円

　群馬県高崎市寺尾町３番地１

　群馬県高崎市、群馬県安中市、群馬県藤岡市

統括事業本部 　群馬県高崎市井野町３７６番地

　住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅

　予防通所介護、予防訪問介護

県許可項目 　通所介護、訪問介護
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施設の一覧
サービス付高齢者向け住宅

ケアビレッジ・ウェルビ井野
入居定員 40室/42床
〒370-0004
群馬県高崎市井野町376
TEL 027-386-8700
FAX 027-386-8668

住宅型有料老人ホーム
セカンドステージ・壱番館
入居定員 20室/20床
〒370-0004
群馬県高崎市井野町376
TEL 027-386-6900
FAX 027-386-6901

ウェルビ・岩井の丘
入居定員 21室/21床
〒379-0112
群馬県安中市岩井433-1
TEL 027-388-0123
FAX 027-388-0124

ウェルビ・中栗須
入居定員 20室/20床
〒375-0015
群馬県藤岡市中栗須751-1
TEL 0274-40-7512
FAX 0274-23-8900

ウェルビ・浜川
入居定員 20室/20床
〒370-0081
群馬県高崎市浜川町681-2
TEL 027-360-4203
FAX 027-360-4205
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施設の一覧
通所介護（デイサービス）

ウェルビ・八千代
利用定員 30名
〒370-0865
群馬県高崎市寺尾町3-1
TEL 027-329-7722
FAX 027-329-7723

ウェルビ井野
利用定員 39名
〒370-0004
群馬県高崎市井野町376
TEL 027-386-8311
FAX 027-386-8313

訪問介護
ウェルビ・寺尾
〒370-0865
群馬県高崎市寺尾町3-1
TEL 027-327-8458
FAX 027-327-8467

ウェルビ井野
〒370-0004
群馬県高崎市井野町376
TEL 027-386-8312
FAX 027-386-8313

居宅介護支援事業所（ケアマネ）
ケアマネジメント　ミシオン
〒370-0004
群馬県高崎市井野町376
TEL 027-381-8633 ケアプランマネージメント
FAX 027-381-8166 高崎市依頼介護調査事業
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利用者サービス料
＊各施設でのモデル利用料金です。詳しくは各施設へ問合せ下さい。

サービス付高齢者向け住宅　ウェルビ井野 TEL 027-386-8700

　入居定員 40室/42床

住宅型有料老人ホーム セカンドステージ・壱番館 TEL 027-386-6900

　入居定員 20室/20床

住宅型有料老人ホーム ウェルビ・岩井の丘 TEL 027-388-0123

　入居定員 21室/21床

住宅型有料老人ホーム ウェルビ・中栗須 TEL 0274-40-7512

　入居定員 20室/20床

＊各費用は、平成２７年４月現在の金額です。

電気料金は、各居室毎電気メーターにより、精算します
訪問介護及びデイサービスの利用料金は別途実費負担になります
オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

管 理 費 11,000円
合計月額 84,900円
入居時敷金 100,000円

月額家賃 34,000円
月額食費 38,700円
水道料金 1,200円

月額家賃
月額食費
管 理 費
合計月額

訪問介護及びデイサービスの利用料金は別途実費負担になります

合計月額

月額家賃

34,000円
38,700円
11,000円
83,700円

1,200円

入居時敷金 100,000円
水道光熱費は家賃にふくまれます
夏季及び冬季は、冷暖房料金が2,000円プラスされます

オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

34,000円

84,900円
入居時敷金 100,000円

月額食費 38,700円
水道料金
管 理 費 11,000円

電気料金は、各居室毎電気メーターにより、精算します
訪問介護及びデイサービスの利用料金は別途実費負担になります
オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

月額家賃 62,000円
月額食費 38,700円
水道料金 1,200円

電気料金は、各居室毎電気メーターにより、精算します
訪問介護及びデイサービスの利用料金は別途実費負担になります
オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

管 理 費 11,000円
合計月額 112,900円
入居時敷金 100,000円
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利用者サービス料
＊各施設でのモデル利用料金です。詳しくは各施設へ問合せ下さい。

住宅型有料老人ホーム ウェルビ・浜川 TEL 027-360-4203

　入居定員 20室/20床

通所介護（デイ） ウェルビ・八千代 TEL 027-329-7722

介護度別日額 656 ～ 1144単位
１回 50単位

１時間 50単位
1単位＝10.27円（高崎市6級地）

介護保険利用合計額の4.0%

　利用定員 30名

通所介護（デイ） ウェルビ井野 TEL 027-386-8311

介護度別日額 645 ～ 1125単位
１回 50単位
１回 56単位

１時間 50単位

1単位＝10.27円（高崎市6級地）
介護保険利用合計額の4.0%

　利用定員 39名

＊各費用は、平成２７年４月現在の金額です。介護保険等の改定により将来料金変更が有ります。

90,700円
60,000円

訪問介護及びデイサービスの利用料金は別途実費負担になります

オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

月額家賃
月額食費

合計月額
入居時敷金

34,000円
38,700円

管 理 費 16,000円
水道光熱費 2,000円

オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

利用７～９時間

利用７～９時間
入浴加算
延長料金

処遇改善加算１

教養娯楽費は別途実費負担になります
オムツ他・個人の趣向による消耗品は実費負担になります

入浴加算

延長料金

処遇改善加算１

個別機能訓練２

送迎減算
(ｻ高住･ｳｪﾙﾋﾞ井野入居者のみ)

昼食費用(おやつ含む)443円/日
教養娯楽費は別途実費負担になります

昼食費用(おやつ含む)443円/日

１回 -94単位
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お問合せ

株式会社ウエルビーイング
　統括事業本部

　TEL.027-386-8700
　FAX.027-386-8668
　〒370-0004
　群馬県高崎市井野町３７６番地

   ホームページ http://www.wellbeing-care.jp
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