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①エリアの選択と検索
・都道府県/市区町村/町域での絞り込みが可能です。

・本サービスの一部グラフは、都道府県と市区町村を選択しないと正常に作動しないケースがありますのでご注意

ください。

・「事業所名で絞込み」では施設名称による検索が可能です。

１）BIツールの基本的な操作方法

②スライサーの操作
各種項目を範囲で絞りこめるスライサーを設置しています。上限値/下限値を数値で入力する他、スライスバーを

ドラッグすることでも範囲指定を行えます。

④選択条件のリセット
・選択している項目を再度選択することで選択を解除

できます。

・複数条件の全てをリセットしたい場合、各種ブラウ

ザ機能の更新を使用してください。

③複数選択
選択画面では「Ctrl」を押しながらクリックすること

で複数項目を選択できます。
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⑤グラフ選択
それぞれのグラフや表は連動しており、グラフや表の一部分をクリックすると選択箇所の分析内容が表示

されます。リセットする場合は、同部分を再度クリックすると元に戻ります。

※全体での居室面積は平均18.70㎡

※10~15㎡の層（オレンジ色）をクリックす
ると居室面積は平均13.24㎡

⑥グラフ拡大
それぞれのグラフや表は拡大して閲覧可能です。

グラフ右上部にある「フォーカスモード」をク

リックします。

拡大から戻る場合は画面左上の「レポートに戻

る」をクリックしてください。

⑧その他注意点
・本ツールにはデータのダウンロード（書き出し）機能はありません。

・表示された数値、グラフ等はコピーができません。

⑦マウスオーバー
各種グラフやプロットアイコンにマウスオーバー

することで、その詳細情報を閲覧できます。

同一か所に複数の情報が含まれる場合は、マウス

オーバーの位置を変えることで他の詳細情報を見

ることができます。
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①エリア選択等
すべてのページは都道府県・市区町村・町域から選択
マップ掲載ページではホーム名及び名運営会社検索が可能です。
※エリア選択は、あらかじめ購入頂いたデータエリアに初期設定されています。

②サービス選択

【介護付】介護付有料老人ホーム 【住宅型】住宅型有料老人ホーム
【サ高住】サービス付き高齢者向け住宅
【特 養】特別養護老人ホーム 【老 健】介護老人保健施設
【 G H 】認知症対応型共同生活介護 【ケアハウス】ケアハウス
【医療院】介護医療院 【地域特養】地域密着型特養
【療養病床】介護療養病床

③入居ターゲット
選択（居室区分）

有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅に関わる分析ではホームが標ぼうする入居要件
を元に、当社独自の基準により居室を「一般」「介護」に区分。
【一般】自立者をメインターゲットとした商品
【介護】要支援～要介護者をメインターゲットとした商品

④ページの移動

各ページの上部と下部にページ移動用のボタンがあります。左右の矢印を選択することで
ページを移動できます。また、中心部をクリックすると他のページへ直接飛ぶボタンが現れ
ます。ページを飛んで移動したい場合はこれをご利用ください。

⑤その他注意事項

●データ不明による各項目の件数の不一致について
各種項目に不明が含まれる場合、対応項目の集計からは除外されるため、同一検索条件で
あっても複数のグラフで件数が変わる場合があります。
●エリア選択について
本ツールは都道府県及び市区町村を選択しないと一部のグラフにおいては正常に作動しない
場合がありますのでご注意ください。

２） Original Analyze 基本事項
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３）Original Analyze の解説(１/4）

①ホーム数・定員数 選択条件により抽出されたホーム数及び定員数合計。

②サービス選択
10サービスから選択。
選択したサービスは赤色に変わり、複数サービスを同時選択が可能。

③サービス別事業所数
選択したサービス別の事業所数

④開業年別推移
選択したサービスの開業年別推移
※開業年が不明の場合は本グラフに表示されないため、他の統計の事業所数と一致し
ない場合がある。

⑤MAP
同住所に複数サービスが立地している場合、アイコンが半分や三分の一で色分けされ
て表示されている。

⑥オペレーター別サービス
事業所数

選択したサービス別の事業所数の一覧。右端にオペレーター別の合計値、最下部に
サービス別の合計値が表示。
オペレーター別の合計値は、列見出しの▼マークをクリックすることで、サービス毎
に上昇順・降下順に並び変え可能。

⑦ホームリスト
選択したサービスおよびエリアに立地するホームリスト。
データ項目は、福祉施設・高齢者住宅DataBaseの基本データセットに納入されている
データ群。

②

③

④
⑤

⑥

①

⑦
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３）Original Analyze の解説(2/4）

①地域情報
※高齢化率等

【総人口・高齢者数・後期高齢者数・高齢化率】
選択したエリアの都道府県および市区町村の数値
※高齢化率=後期高齢者数÷総人口

②地域情報
※人口構成図

【人口構成図】
選択したエリアの都道府県および市区町村の人口構成図
※グラフをマウスオーバーすると、各年齢層の人数、1番目のパーセント（0～4歳）を100と
した場合の増減率、前のパーセント（前年齢層）を100とした場合の増減率が表示

③供給率
※サービス別定員
割合

選択したエリアの都道府県および市区町村の施設定員数の割合

④供給率
※サービス別供給
率

選択したエリアの都道府県および市区町村の施設供給率（全体・サービス別）。供給率は施
設定員数÷後期高齢者数で算出。

①

④

②

③
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３）Original Analyze の解説(3/4）

①

⑤

⑥④

②

③

⑧

⑨

⑦

⑩
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①ホーム数・定員数 選択条件により抽出されたホーム数及び定員数合計。

②サービス選択 サービスを「介護付」「住宅型」「サ高住」から選択可能。

③居室区分選択 居室区分を「一般」「介護」から選択。

④データ絞り込み

次の項目につき、スライサーを可変してホームの絞り込みが可能。
【定員数】夫婦部屋の場合は1居室数につき2定員となる。
【月額費】支払い方式の内、月払い方式の月額費。前払い方式しか採用していない
ホームは本項目では検索不可。月額費は家賃、共益費、生活支援サービス費、食費等
の毎月かかる固定費を計上し、保険自己負担分や個別性の高いサービス費は除く。
【開業年月日】オペレーターの公開情報に基づく。2000年以前に開業しているホーム
は介護保険施行年の2000年で登録しているケースも混在。

⑤MAP
同住所に複数サービスが立地している場合、アイコンが半分や三分の一で色分けされ
て表示されている。

⑥供給数（定員）上位オペ
レーター

選択条件により抽出されたオペレーターを総定員数の上位順にソート。
グループ名は資本関係のほか、当社が独自基準で設定。
オペレーターURLは原則、法人トップページのアドレス。

⑦ホームリスト
選択条件により抽出されたホームリスト。
データ項目は、福祉施設・高齢者住宅DataBaseのマーケティングデータセットに納入
されているデータ群。

⑧サービス割合
選択エリアのサービス割合
本グラフは施設タイプ別の件数で集計。

⑨建物情報に関する統計
【居室数平均】居室数の平均
【坪当たり家賃平均】最多月額家賃÷最多居室面積（坪）
【居室面積平均】最多居室面積の平均

⑩利用料に関する統計
【前払金平均】前払い方式を採用するホームの前払い金の平均額。
【月額費平均】月払い方式を採用するホームの毎月の平均額。
【支払い方式】「月払い方式」「選択方式」「前払い方式」の割合。
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３）Original Analyze の解説(4/4）

①入居状況に関する統計
※ホーム別要介護度別入居
者数割合

選択条件により抽出されたホームの要介護度別入居者数割合
※要介護度別入居者数が不明の場合は本統計から除外。

②入居状況に関する統計
※平均入居率等

【平均要介護度の中央値】各ホームが公開している平均要介護度の中央値
【入居率の平均】選択条件により抽出されたホームの定員合計値に対する入居者数合
計値による算出
【平均要介護度区分】選択条件により抽出されたホームの平均要介護度別の割合

③クロス集計
※ホーム別 定員数合計/
入居率散布図

選択条件により抽出されたホーム別のクロス集計。
Y軸・縦軸（入居率）とX軸・横軸（定員数）の散布図
※グラフをマウスオーバーすると、ホーム名（＋ID）、定員数、入居率が表示

④クロス集計
※ホーム別 居室面積/月
額費散布図

選択条件により抽出されたホーム別のクロス集計。
Y軸・縦軸（月払い方式の場合の月額費）とX軸・横軸（最多居室面積）の散布図
※グラフをマウスオーバーすると、ホーム名（＋ID）、居室面積、月額費合計が表示

①

④

②

③
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①エリア選択等
すべてのページは都道府県・市区町村・町域から選択
マップ掲載ページではホーム名及び運営会社名検索が可能です。
※エリア選択は、あらかじめ購入頂いたデータエリアに初期設定されています。

②サービス選択

下記8サービスより選択

【介護付】介護付有料老人ホーム 【住宅型】住宅型有料老人ホーム
【サ高住】サービス付き高齢者向け住宅
【特 養】特別養護老人ホーム / 地域密着型特養
【老 健】介護老人保健施設
【 G H 】認知症対応型共同生活介護 【ケアハウス】ケアハウス
【療養病床】介護療養病床 / 介護医療院

※特養/地域密着型特養を合わせて「特 養」としている。地域密着型特養はホーム名の
後ろに（地域密着型）と記載している

※療養病床と介護医療院を合わせて「療養病床」としている。介護医療院はホーム名の
後ろに（医療院）と記載している

③入居ターゲット
選択（居室区分）

有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅に関わる分析ではホームが標ぼうする入居要件
を元に、当社独自の基準により居室を「一般」「介護」に区分。
【一般】自立者をメインターゲットとした商品
【介護】要支援～要介護者をメインターゲットとした商品

④検索条件のリ
セット

「検索条件 クリア」ボタンを押すと、すべての検索条件をクリアすることができる。

⑤その他注意事項

●データ不明による各項目の件数の不一致について
各種項目に不明が含まれる場合、対応項目の集計からは除外されるため、同一検索条件で
あっても複数のグラフで件数が変わる場合があります。
●エリア選択について
本ツールは都道府県及び市区町村を選択しないと一部のグラフにおいては正常に作動しない
場合がありますのでご注意ください。

４） Market / Service Analyze 基本事項
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５）Market Analyze の解説(1/2)

②

③

④

⑤

⑥

①

⑦

⑧ ⑨
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①ホーム数・定員数 選択条件により抽出されたホーム数及び定員数合計。

②サービス別事業所数 選択したサービス別のホーム数

③商品性検索 定員数/開業年をスライサー方式で絞り込み可能。

④MAP
アイコンが半分や三分の一で色分けされて表示されているケースは、同住所に複数
サービスが立地している場合。

⑤サービス選択
「介護付」「住宅型」「サ高住」「特養」「老健」「療養病床」「GH」「ケアハウ
ス」の8サービスから選択。
選択したサービスは赤色に変わり、複数サービスを同時選択が可能。

⑥エリア選択 エリア/都道府県/市区町村/町域で検索可能

⑦ホームリスト
選択したサービスおよびエリアに立地する事業所リスト。
データ項目は、福祉施設・高齢者住宅DataBaseの基本データセットに納入されている
データ群。

⑧定員数ランキング上位
10社

選択したサービス別の運営会社別事業所数の一覧（上位10社）。右端に運営会社別の
合計値、最下部にサービス別の合計値が表示。
運営会社別の合計値は列見出しの▼マークのクリックで上昇順・降下順に並び変え可
能。
※表示されるのは選択条件の上位10社が運営しているサービスとなります。

⑨開業年別推移
選択したサービスの開業年別推移
※開業年が不明の場合は本グラフに表示されないため、他の統計の事業所数と一致し
ない場合がある。
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５）Market Analyze の解説(2/2)

② ③

④

①

①地域情報
※高齢化率等

選択したエリアの都道府県および市区町村の数値
【「総人口」「高齢者数」「後期高齢者数」「高齢化率」「要介護高齢者数」
「2025年後期高齢者推計」「施設供給率」】

②供給率
※都道府県市区町村比較

選択したエリアの都道府県および市区町村の施設供給率（全体・サービス別）。供給
率は施設定員数÷後期高齢者数で算出。
※市区町村は複数エリアの選択も可能

③サービス別定員割合

選択したエリアの都道府県および市区町村の施設定員数の割合

④2025年整備想定残数
（施設タイプ別）

①施設系サービス（特養等）、②居住系サービス（介護付等）、③ 高齢者向け住宅
（サ高住等）の各2025年の整備見込み数（整備見込み 残数）の試算及びその合計数。
※①②は 都道府県の介護保険事業支援計画の2025年整備見込み数を参照。市区町村は本整備率
を各市の2025年高齢者数推計値に計上。
※③は住生活基本計画の2025年までの整備目標率（4％）を各市2025 年高齢者数推計値に計上。
※実際の施設の整備枠数は各市区町村の整備方針が大きく影響するため、 本試算が実際の整備
枠を保証するものではありません。本試算はエリアの 商圏ポテンシャルをよりマクロ的視点で
可視化したものであり、詳細は各 自治体の介護保険課や施設整備担当の方にお尋ねください。
※住生活基本計画の整備方針で「高齢者向け住宅」として定義されている カテゴリにはシル
バーハウジングも含まれます。本試算ではH24年度時点の全国シルバーハウジングの供給数を
反映しています。
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６）Service Analyzeの解説（1/2）

②

③
④

⑤

⑥

①

⑦
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①サービス選択
「介護付」「住宅型」「サ高住」「サ高住（特定）」の4サービスから選択。
選択したサービスは赤色に変わり、複数サービスを同時選択が可能。

②エリア選択 エリア/都道府県/市区町村/町域で検索可能

③商品性検索 定員数/月額費/開業年/築年数で絞り込み可能。

④供給数等
サービス別のホーム数・割合
選択条件により抽出された合計ホーム数/定員数

⑤MAP
同住所に複数サービスが立地している場合、アイコンが半分や三分の一で色分けされ
て表示されている。

⑥商品平均

選択したエリア/サービス/運営会社/その他条件別の平均値
「居室数」居室数の平均
「定員数」定員数の平均
「居室面積」居室面積の平均
「前払金」前払い方式を採用するホームの前払金の平均額
「月額費計」月払い方式を採用するホームの毎月の月額費の平均額
「月額家賃」月払い方式を採用するホームの毎月の月額家賃の平均額
「坪単価（月払い）」最多月額家賃÷最多居室面積（坪）

⑦月額売り上げ試算

選択したエリア/サービス/運営会社/その他条件別の売上試算
①月額固定収入/②月額介護報酬収入を独自試算。
※①の計算式＝要介護度別入居者数✕特定施設報酬単価✕地域区分
※②の計算式＝要介護度別入居者数✕区分支給限度額✕想定利用率✕地域区分
※本データは月払い方式の料金をもとに試算しています。前払い方式のみのホームは本試算の対
象外です。
※本シミュレーションは要介護度別入居者数に報酬単価を計上した概算値 であり、実際の売上を
保証するものではありません。また、住宅型及びサ高住の場合は、外部から提供される居宅サー
ビスの全てを自社運営の事業 所から提供する前提としているため、実際の介護報酬収入との差が
大きく なるケースが想定されます。
※入居者数の要介護度別の内訳が不明の場合は、当社データから得た平均 的な入居割合を乗じて
要介護度別入居数を独自に算出しています。
※住宅型、サ高住の場合は、要介護度別の区分支給限度額に独自に定めた 居宅サービスの利用率
を計上しています。

⑧入居者情報
選択したサービス及びエリアの平均年齢/平均要介護度/入居率の中央値及び区分
要介護度別の入居者数
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６）Service Analyzeの解説（2/2）

①クロス集計
※ホーム別 平均要介護度
/人員比率（標ぼう）散布
図

選択条件により抽出されたホーム別のクロス集計。
Y軸・縦軸（平均要介護度）とX軸・横軸（人員比率）の散布図
※グラフをマウスオーバーすると、ホーム名、人員比率（標ぼう）、平均要介護度が
表示

②クロス集計
※ホーム別 居室面積/月
額費散布図

選択条件により抽出されたホーム別のクロス集計。
Y軸・縦軸（月払い方式の場合の月額費）とX軸・横軸（最多居室面積）の散布図
※グラフをマウスオーバーすると、ホーム名、居室面積、月額費合計が表示

③ホームリスト
選択条件により抽出されたホームリスト。
データ項目は、福祉施設・高齢者住宅DataBaseのマーケティングデータセットに納入
されているデータ群。

④ホーム別要介護度別入居
者 割合

選択条件により抽出されたホームの要介護度別入居者割合
※要介護度別入居者数が不明の場合は本統計から除外。

②

③

④

①
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７）データ出典
●居住系サービス

福祉施設・高齢者住宅DataBase ２０２０年度版 ver2

●人口・高齢者数

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（出典：総務省）

●要介護者数

介護保険事業状況報告（出典：厚生労働省）

※要介護度別入居者割合等は「福祉施設・高齢者住宅DataBase ２０２０年度版 ver2」の要介護者数データ

を使用しております。

● 2025年の将来推計人口
日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）（出典：人口問題研究所）

◇外部データ参照元：※原則、直近の公開データ

※政令指定都市の区別人数は別途各市の公開情報やヒアリングから収集。

また、一部の区別高齢者数が不明の場合は市高齢者数比率から按分。

・広域連合に含まれる一部の市は要介護者数が不明の場合がある。
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