
リゾートトラストグループの介護付有料老人ホーム

トラストガーデン南平台 トラストガーデン常磐松 トラストガーデン桜新町 トラストガーデン用賀の杜 トラストガーデン等々力

ご一緒します、いい人生
より豊かで、しあわせな時間を創造します

と　き

Message

トラストガーデンでは、高齢になられてもいきいきとした人生を送れるよう、

日々 の生活を通じてご入居の皆様を支えています。

現地見学・個別相談実施中

有料ショートステイ実施中＜開催施設はお問い合わせください＞

マスク着用、アルコール消毒等、感染症対策実施中。個別にご対応いたしますので、詳細はお問い合わせください。
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トラストガーデン
用賀の杜

トラストガーデン
桜新町 トラストガーデン

南平台
トラストガーデン
常磐松

トラストガーデン
等々力

周辺ご案内図

［トラストガーデン用賀の杜 ホーム概要］●交通／東急田園都市線「用賀駅」徒歩約14分（約1.1㎞）●開設／2007年12月●総居室数／128室（定員138名）●居室面積／シングル：19.72～20.32㎡・ツイン：39.44～40.64㎡●土
地・建物の権利形態／賃借（2008年1月25日より20年、自動更新）●構造・規模／鉄筋コンクリート造地上3階建●敷地面積／6094.12㎡●延床面積／6019.17㎡●利用料の支払い方式／選択方式●入居金（前払金）／非課税、家
賃相当費用●月額利用料に別途かかる費用／電話代、日用品費、介護保険の自己負担、医療機関受診費用等※費用は1名様ご入居（要支援・要介護）の場合。●介護にかかわる職員体制／1.5:1以上(当ホームでは、介護保険給付基準を
上回る、要介護者1.5名に対し、常勤換算1名以上の職員体制（週40時間換算）をとっているほか、看護職員を24時間配置しています。また夜間は最少看護スタッフ2名・介護スタッフ5名、夜間20時～翌7時です。)●機能訓練指導員／常
勤専従3名・非常勤専従1名●協力医療機関／医療法人社団壮友会 山口医院（診療科目：内科・外科・整形外科・肛門科・脳神経外科・リハビリテーション科／協力内容：外来診療・往診による診療・24時間のオンコール対応と緊急時の
職員への助言）、内科後藤クリニック（診療科目：内科・消化器科・循環器科・呼吸器科／協力内容：外来診療・往診による治療・24時間のオンコール対応と緊急時の職員への助言）、公益財団法人 日産厚生会 玉川病院（診療科目：内科・
外科・整形外科・眼科・皮膚科 他／協力内容：外来診療・緊急医療を含む入院医療）、医療法人社団 チャーミー会 チャーミーデンタルクリニック（診療科目：歯科／協力内容：外来診療・訪問歯科診療・口腔ケア指導・他の医療機関に入院
を要する場合の紹介）※治療にかかる費用は、ご入居者の負担となります。　※記載の情報は2021年12月1日現在のものです。

※入居一時金は、ご入居者が利用する居室及び共用施設等の費用として受領する家賃相当費用です（地域不動産の相
場と賃貸料、部屋の広さ等を考慮に入れて算出しています）。※お預かりした入居一時金は老人福祉法第29条第7項の
規定に従い、りそな銀行と入居一時金保全信託契約の締結により、入居一時金の返還債務の保全措置をとっておりま
す。※長期プランでご契約いただき、万一途中退去される場合は、ご入居期間に応じて入居一時金の未償却残高を日割
計算によりご返金いたします。初期償却はありません。※月払いプランでご契約いただく場合、契約期間は1年間とします
（更新可能）。※月額利用料の上乗せ介護費について、当施設では法定基準を上回る、要介護者1.5名に対し常勤換算１
名以上の人員体制をとっています（週40時間換算）。自立の方の場合は、上乗せ介護費の代わりに自立支援費77,000円
（税込）を申し受けます。自立支援費は、緊急時対応、健康管理サービス、入退院時、入居時のサービスに係る人件費、居
室清掃、居室管理サービス等の介護サービス等の一覧表に基づくサービスを提供する為の人件費を含みます。※管理費
は共用施設等の維持管理費、事務費、生活サービス等に係る人件費、リネン代、消耗品費、光熱水費他を含みます。

【5施設共通】●運営・事業主体／トラストガーデン株式会社●類型／介護付有料老人ホーム［東京都指定介護保険特定施設（一般型）］●入居条件／原則65歳以上で入居時自立・要支援・要介護●居住の権利形態／利用権方式
●介護居室区分／全室個室。2名様ご入居可能居室については各ホームへお問い合わせください。●広告有効期限／2022年1月末日

現地見学・個別相談の
ご予約、資料のご請求の
お問い合わせ 0120-678-723

受付時間／10：００～１7：００

高台に広がる約6,000㎡の敷地にたたずむ開放感あふれる空間。

渋谷区・世田谷区5カ所でシリーズ展開中。お近くのトラストガーデンへ。

［総合相談窓口］
詳しい情報はホームページでご覧になれます

トラストガーデン公式 検索

トラストガーデン南平台 トラストガーデン常磐松

運営会社 トラストガーデン株式会社
会員制リゾートホテル事業・メディカル事業等を展開するリゾートトラスト株式会社の100％子会社です。

［所在地］東京都渋谷区代々木4-36-19　www.trustgarden.jp

トラストガーデン公式SNS
■ YouTube
■ Facebook
■ Instagram

●長期プランの場合

料金の一例  ［トラストガーデン用賀の杜 85歳・要介護の場合］

居室タイプ 前払金（非課税） 償却期間

シングル
19.72～20.32㎡ 2,200万円 60カ月

月額利用料（税込）

331,300円

●月払いプランの場合 

長期プラン／月払いプラン 共通月額利用料内訳 

居室タイプ 月払い家賃（非課税）

シングル
19.72～20.32㎡ 369,000円

管理費 上乗せ介護費 食　費

125,400円 76,100円129,800円

トラストガーデン桜新町

世田谷区弦巻2-11-1 渋谷区南平台町9-6 渋谷区東4-4-10

トラストガーデン等々力

世田谷区等々力7-22-12

トラストガーデン用賀の杜 世田谷区用賀1-3-1

1階 ロビー

3階 ライブラリー1階 ダイニング

月額利用料（税込）

331,300円



TRUST GARDEN

トラストガーデンが選ばれる４つの理由

1 介 護

大切な方の、輝き続ける人生に。

寝たきりの状態から、
一人でトイレに行けるまでに

24時間の手厚い看護・介護体制
● 24時間365日、介護・看護スタッフが常駐
● 国の配置基準の2倍以上※の看護・介護体制
　　※要介護者1.5名に対して、常勤換算で直接処遇（看護・介護職員）1名の配置

● 多職種連携で、ご入居者の健康を見守り、お一人おひとりに合わせたケアをご提供

「輝きプラン」できめ細やかなケアをご提供
● ご本人やご家族の不安や悩みにも耳を傾け、生活スタイルやお体の状態に合った
　 個別ケアプランを作成
● お元気な方にも介護が必要な方にも最適なサービスをご提供
● 最期まで「自分らしい暮らし」が実現できるようサポート

特徴 2 医 療
緊急時も迅速な医療的ケアとお看取り
● 看護スタッフが24時間常駐
● 協力医療機関の医師と連携し、日々 の健康管理から緊急時まで対応
● 最期の瞬間までご本人の尊厳を大切にケア
● 専門スキルを持つスタッフや多職種のチームが連携し「看取り介護」を実施

リゾートトラストグループメディカル事業との連携
● 老年病内科医や感染症専門医等が総合的に監修・サポート
● 感染症専門医が施設を巡回※し、感染症対策の指導を実施
　　※一部リモートでの指導を実施

特徴 3 リハビリ
「Willプログラム」でお一人おひとりに最適なリハビリを
● 常勤専従の機能訓練指導員※が、ご入居者の「目指す将来や意思・意欲」に寄り
　 添い、実現に向けた個別プログラムを作成
　　※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師等（配置は施設により異なる）

● プログラムは機器によるリハビリや作業療法による個別リハビリと、集団体操や日常
    生活動作を通じた生活リハビリで構成
● 全施設にリハビリスペースを完備

多職種連携で配慮の行き渡ったサポートを実現
● 本社リハビリチーム※の言語聴覚士と認定歯科衛生士（老年歯科）による摂食嚥下
     指導や嚥下体操等を実施し、口腔ケアや誤嚥性肺炎予防等にも注力
　　※理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、認定歯科衛生士（DH）

特徴 4 食 事
「フレイル予防食」で日々 の食事から健康維持を
● 専門家監修のもと、高齢者に不足しがちな栄養素に注目し、食べやすく工夫した
    「フレイル※予防食」をご提供
　　※加齢に伴い心身が虚弱となる状態

● 筋力アップを図る良質な「たんぱく質」を1日60～75ｇ、エネルギー量を確保するため
　 1,600～1,700kcalを基準とした献立

四季を感じるこだわりのイベント食
● 旬の素材を使い、味はもちろん、見た目も楽しめる食事
● 季節の行事に合わせたイベントメニューや、外食気分を味わえるようなメニュー等もご提供

特徴

輝きプラン 安心の医療支援 Willプログラム フレイル予防食

軟菜食の例機能訓練イメージイメージイメージ

トラストガーデンは、お住まいのご入居者お一人おひとりが、

これまで歩んでこられた人生を最期までその方らしくお過ごしになれるよう、

介護のプロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

目標を掲げて、積極的にリハビリに励んでいます。
トラストガーデン用賀の杜 ご入居者

独居生活中の骨折により入居されました。
生活にもリハビリの要素を取り入れて、
歩行器での歩行ができるまでに改善しました。

ご入居者やご家族とコミュニケーションを常に図りながら、

ご本人がどう過ごしていきたいのかご意向を確認します。

多職種連携によるサポート体制が整った環境だからこそ、

心に寄り添ったサポートを実現していきます。

トラストガーデン公式 検索詳しい情報はホームページでご覧になれます。　http://www.trustgarden.jp［総合相談窓口］  
受付時間／10：00～17：00 0120-678-723

Case 1

体操アクティビティには必ず参加！
歩行器歩行が可能になり、
次は杖で歩くことが目標です。

自立して生活するのが
長生きの秘訣です

歳を重ね、ますます日 を々謳歌しています。
トラストガーデン等々力 ご入居者

病院の相談員として、またボランティア協会でも
働いてきたそうです。ご主人の他界後は
寂しさや体調不良もあり入居されました。

Case 2

100歳を超えても週3回の
ストレッチやマシンを使った
運動を行っています。

オセロが得意で、ホームでかなう人はいないそうです。


