






















事業者の名称・所在地及び電話番号その他の連絡先

フリガナ

中銀インテグレーション株式会社

東京都

　渡辺　蔵人

1972年（昭和47年）2月

フリガナ ナカギンインテグレーションカブシキカイシャ

中銀インテグレーション株式会社

東京都

住宅の名称・所在地及び電話番号その他の連絡先

フリガナ

静岡県

http://www.nakagin.co.jp/integration

氏名

住宅の種類及び表示累計

住宅までの主な交通機関 JR東海道線「熱海」駅車で20分（約11.7㌔）

住宅の所在地

事業主体が行っている主な事業等

事業主体の名称

　代表取締役職名

ホームページアドレス

03-55486463

　渡辺　蔵人

不動産の賃貸、管理、分譲、仲介、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、
通所介護、訪問介護他

　〒　４１３－０１０３

サービス付き高齢者向け住宅

中央区勝どき二丁目８番１２号

熱海市網代６２７－９０

事業者の設立年月日

03-5548-6461

事業者の代表者名

事業者の所在地

ナカギンインテグレーションカブシキカイシャ
事業者の名称

http://www.nakagin.co.jp/integrationホームページアドレス

03-55486463

１．生活支援サービス提供事業者

生活支援サービス重要事項説明書

ＦＡＸ番号

03-5548-6461電話番号

事業者の連絡先

　〒　１０４－００５４

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

２．住宅事業主体概要

ＦＡＸ番号

電話番号

事業主体の連絡先

ナカギンライフケアアタミミナミアタミジュウゴゴウカン

中央区勝どき二丁目８番１２号

事業主体の代表者の氏名及び職名

　〒　１０４－００５４事業主体の主たる事務所
の所在地

電話番号

住宅の連絡先

0557-67-1166

中銀ライフケア熱海南熱海15号館
住宅の名称

３．住宅概要

ディレクター 中山　光弘住宅の管理者の職名及び氏名

http://www.nakagin.co.jp/kaigo/ホームページアドレス

0557-67-1167ＦＡＸ番号

普通賃貸借契約居住の契約方式

2019年3月20日住宅の開設年月日



サービスの種類 内容

学び、趣味、イベント活動支援

地域情報発信、地域交流支援

生活支援サービスに関する方針等

４．生活支援サービスの内容

災害
時

地域
交流

生活

引っ越し後、訪問や電話等での個別相談（1週間程度目途）

看取り

葬儀

安否
確認

窓口時間「9時～17時」

水道、電気等の開栓手続き支援

その
他

基本サービス

　ご入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、以下の基本サービスを提供いたします。

緊急通報、他機器、地域情報説明

セミナー開催、サークル活動及び入居者間、地域交流イベントのサ
ポート

転入届等諸手続き代行

入居前

フロントサービス

入居時

生活相談

通院や買い物他同行

家事代行・日常生活支援

※外部事業者をご紹介する場合は費用は実
費となります。

居室の清掃、その他家事代行

避難訓練の実施

家具等の移動、組み立て、設置

安全管理

安否確認、避難

安否確認、避難誘導

災害備蓄品の貯蔵

日常生活を送る中で、お困りのこと、ご病気の場合のご不安、各種
対応等について相談。

入院時の郵便物取り置き（宅配の取り置きは除く）

住戸設備不具合時の各種対応

定時巡回（共用部）

住戸内設備点検の同行または代理

電話連絡、声掛け、訪問、モバイル端末器等によりスタッフが日中１回
確認を行います。
※安否確認時に不在の場合他当サポートに関し相談のある方はフロント
まで申し出ください。

緊急通報に対する「0時～24時」駆け付けを行います。
※各住戸のベッドサイド、トイレ、浴室に設置してある緊急コールを押
していただければ職員が駆けつけ必要な対応を行います。
※夜間はモバイル型の緊急通報機器からの送信に寄り提携先のセコム
(株)のセンターが受け、状況を確認します。状況確認の結果、必要に応
じてセコム(株)の緊急対処員が駆けつけます。また救急車の手配、フロ
ントスタッフ、掛かりつけ医、協力医療機関、ご家族への連絡を行いま
す。

地域イベント、季節行事等の情報の発信

ライフプランの相談

葬儀業者の手配

状況把握（安否確認）

緊急時対応



1人

上記以外の生活支援サービス等
【業者紹介方法】
ご希望に応じて職員が入居者と事業者の間に入り調整致します。
【イベント等について】
イベントの参加費等実費徴収することがあります。
【その他】
入居者が医療や介護を必要とする場合は、円滑に医療サービスや介護サービスが受けられるよう、介護事業者や医療機関と
連携を図ります。なお、介護事業者又は医療機関と連携する場合にも、入居者は連携先以外のサービス事業者のサービス
（介護保険サービス、医療サービス）を自由に選択できます。

資格・委託先等

1人

生活支援サービス職員

人数

現在の心身状況と将来にわたる経済条件を勘案し、当住宅での生活に適さないと思わ
れる場合は、入居契約をお勧めしない場合があります。

５．生活支援サービス職員体制

生活支援サービス職員体制等

住宅の入居時に関する条件

自立している方を対象
要支援の方を対象
要介護の方を対象

なし

夜間の職員体制

　管理者

常駐の　（　有　・　無　）

協力医療機関

要介護時における住戸の住み替えに関する事項

対象としている
対象としていない
対象としていない

　生活支援員 1人 看護師

名称　：　三田村医院
所在地：　〒413-0103　熱海市網代４４７
電話　：　０５５７－６８－０１４３

留意事項



お一人

お二人

８．生活支援サービスへの苦情に対応する窓口等

平日 ９　時 ００　分 ～ １７　時 ００　分

土曜 ９　時 ００　分 ～ １７　時 ００　分

日曜 ９　時 ００　分 ～ １７　時 ００　分

祝日 ９　時 ００　分 ～ １７　時 ００　分

９．鍵の預かり

その他利用者の苦情に対する主な窓口

月額サポート費用の額

生活支援サービス費 40,150円（税込）

 熱海市協動環境課市民協働推進室

その他

外出・帰宅・訪問等

外出・帰宅及びご家族様等の来訪等の時間制限はありません。なお、夜間の外出の際や外泊・来訪時は、事前に職員
へご連絡下さい。

電話番号

本契約に基づき、生活支援サービス等を入居者に提供した場合に、万一、事故が発生
し、入居者の生命・身体等に損害が生じた場合は、速やかに必要な対応及び措置（ご
家族への連絡、救急車の呼び出し等）を行います。

８：３０～１７：１５
（昼休み　１２:００～１３:００　土・曜日、祝日、１２/２９～１/３
除く）

　対応している時間

１０．生活支援サービス利用に当たっての留意事項

０５５７－８６－６１９７　電話番号

熱海市中央町１-１　所在地

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

住戸のカギのお預かりに関して

事業主は、本契約に際し緊急時に対応するため、マスターキーを保有していることを予めご了承ください。

６．サポート費用

52,140円（税込）

事業主及び入居者は本契約に定める消費税。料金について、消費税法税率改定に従うものとしま
す。なお、本契約に費用・料金改定にあたって事業主は事前に入居者へ当該金額を別途書面にて
明示します。

請求・支払方法

具体的な対応

毎月10日までに請求書を発行し、入居者様に送付します。
毎月21日に支払請求分を口座自動振替の方法でお支払いただきます（生活支援サービス契約書第５条参
照）

窓口の名称

対応している時間

定休日 無し

0557-67-1166

苦情に対応する窓口等の状況

中銀ライフケア南熱海15号館　フロント

７．月額利用料の請求及び支払方法



名称

電話番号

中銀ライフケア[南熱海]15号館　管理組合及び管理規約について

本物件は、シニア専用分譲マンション・中銀ライフケア熱海［南熱海]15号館(以下「マンション」という。）内に分散して
存しており、事業主はマンションの管理組合の一員です。従って、入居者は、マンション管理規約および使用細則を遵守し
て頂きます。なお、入居者は管理組合規約およびライフケアサービス契約に定める「ライフケアメンバー」と同等の資格を
有することとなります。

１２．損害賠償責任保険の内容

損害賠償責任保険の加入状況

契約解約時の連絡先
中銀ライフケア熱海南熱海15号館

　　　有　　・　　無　　　（　あいおいニッセイ同和損害保険会社　）

入居者は事業者に対して、解約する30日前までに文書にて解約の申し出を下記連絡先に通知することで、本契約を解
約することができます。

0557-67-1166

事業者からの解除

事業者は、生活支援サービス契約書第７条の規定に基づき、以下の場合には本契約を解除することができます。
①他の入居者の生活に危害を及ぼす恐れがある場合
②本契約を継続することが社会通念上、著しく困難な場合
③入居者が正当な理由なく支払うべきサービス利用料を滞納し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお
期間内に滞納額の全額の支払いがない場合

１１．契約の解除内容等

入居者からの解約

１３．特約事項



説明年月日

印

説明者氏名 印

印

印

極度額 100万円（月額利用料の約6ヶ月）

　　　年　　　　　　月　　　　　日

署名

入居者

            様に対して、生活支援サービス契約書及び生活支援サービス重要事
項説明書に基づいて、重要な事項を説明しました。

署名

登録事業者名 中 銀 イ ン テ グ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社

　私は上記事業者から、生活支援サービス契約書及び生活支援サービス重要事項説明書に基づいて、
重要な事項の説明を受けました。

所在地 東 京 都 中 央 区 勝 ど き 二 丁 目 8 番 12 号

代表者名
代 表 取 締 役 渡辺 蔵人

身元引受人兼連帯保証人


