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あ

アトム薬局 アルプス通り店 400-0114 甲斐市万才821-3 055-275-8493
http://www.atom-
yakkyoku.com

　安心してお薬を服薬して頂けるよう、優しく笑顔で解りやすいお客様対
応を行います。
また職員研修に「認知症サポーター養成講座」を組み入れております。
　店舗内は車椅子でもご利用頂くことができます。ご自宅でのお薬の説明
や服薬のお手伝いに伺う、訪問服薬指導にも対応しています。関連会社の
介護事業所と連携し、医療と介護の両面から患者様一人ひとりに寄り添う
応対を心がけています。
　将来的には薬局内でもサポーター養成講座を開催し地域の方々にも参加
して頂く予定です。

い 医療法人　桔梗会
竜王ペイン（痛み）クリニック

400-0126 甲斐市大下条1600-5 055-298-6666 http://www.ryuo-pain.com/
認知症の方やご家族に寄り添い、ご心配事の相談にも積極的に協力いた
します。

い 医療法人　仁和会
竜王リハビリテーション病院

400-0114 甲斐市万才287 055-276-1155 http://www.ryuo-rhp.or.jp/
認知症の早期発見、在宅医療、介護を通じて認知症の方やご家族の気持ち
に寄り添います。

い
（医）聖樹会　介護老人保健施設
山梨ライフケア・ホーム

400-0111 甲斐市竜王新町2128 055-279-4711
https://yamanashi-life-care-
home.com/index.html

当施設では、月に1度にじいろカフェ（認知症カフェ）の実施、甲斐市キャラ
バンメイトの推進、認知症SOS見守りネットワークにも登録しており、認知
症の方やご家族を支える様々な支援を行っております。

い
岩下歯科医院 400-0107 甲斐市志田４７３ 0551-28-6767

https://www.iwashita-
dental.com/ 認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。

か
甲斐市社会福祉協議会 400-0123 甲斐市島上条3163 055-277-1122 http://kaishakyo.or.jp/

甲斐市認知症高齢者等見守りネットワーク事業の協力機関に登録し、協力
します。

甲斐市役所 竜王庁舎 400-0192 甲斐市篠原2610 055-278-1693

甲斐市役所 敷島庁舎 400-0123 甲斐市島上条2254番地1 055-277-3111

甲斐市役所 双葉庁舎 400-0105 甲斐市下今井171番地 0551-28-2211

か

株式会社　介護センター花岡 甲府店 400-0117 甲斐市西八幡3800-1 055-287-6611
http://www.kaigo-
hanaoka.com/

介護用品を取り扱う店舗として、地域の方々のお困りごとやご相談にお気
軽にたちよって頂ける地域に開かれたお店づくりにとりくんでいます。認
知症サポート事業所として地域の方々が住み慣れた地域で安心して生活
ができるように見守りやお声がけなどを心がけて日々の業務にとりくんで
います。

株式会社　クスリのサンロード 竜王店 400-0117 甲斐市西八幡1832-1 055-276-8774

株式会社　クスリのサンロード 響ヶ丘店 400-0104 甲斐市龍池2759-1 0551-28-8070

株式会社　クスリのサンロード 長塚店 400-0125 甲斐市長塚148-26 055-267-3610

株式会社　クスリのサンロード 敷島東店 400-0124 甲斐市中下条1846 055-267-2011

か

株式会社　サンクシア 400-0126 甲斐市大下条1157 055-287-7632

認知症の方やご家族を支援し安心して日常生活が送れるよう、お手伝いし
ます。
認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索に協力します。

https://www.city.kai.yamanas
hi.jp/

・認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしく生活していけ
る地域づくりを、住民や関係機関とともにつくっていきます。
・保健師等の専門職が認知症の相談にのります。

か

か

認知症の方とそのご家族のサポートを通じて、すべての店舗が、その所在
地域で、お役に立てる様に認知症について正しい理解と対応を学んでいま
す。

http://www.kusurinosunroad.
com
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か

株式会社やさしい手甲府 甲斐事業所 400-0115 甲斐市篠原2173-6 055-260-7701
http://www.yasashiite-
kofu.co.jp/

弊社は「いつでも・どこでも・だれにでも」をモットーに、高齢者が住み慣れ
た地域で安心して生活が送れるよう、訪問介護、通所介護、居宅介護支援
を中心に総合的な在宅介護サービスを行っております。認知症になっても
安心して生活ができる地域を目指す上で、認知症の進行とともに生じる、
生活の不自由さや不安などへ寄り添える支援者を増やしていく事が大切
だと考えております。その為に、認知症サポーター養成講座を始め、地域向
けの認知症勉強会、認知症を支えるご家族の意見交換会の開催などを推
進して参ります。
認知症専門職によるご相談も受け付けておりますので、いつでもお問い合
わせください。

株式会社　山梨中央銀行 南竜王支店 400-0115 甲斐市篠原794-1 055-276-0511

株式会社　山梨中央銀行 竜王支店 400-0113 甲斐市富竹新田1192-2 055-276-2031

株式会社　山梨中央銀行 敷島支店 400-0124 甲斐市中下条995 055-277-2331

恵信梨北リハビリテーション病院 400-0106 甲斐市岩森1111番地 0551-28-8820
やさしく声をかけ、ニーズを把握するとともになるべく拘束しない看護を
実践しています。

恵信りほくケアセンター 400-0106 甲斐市岩森1170-1 0551-28-8850

地域の認知症の方やご家族を温かく見守り、可能な限りサポートしていき
ます。また認知症に対する正しい知識を得られる様、今後サービス事業所
として日々努力していきます。

甲府信用金庫 竜王支店 400-0113 甲斐市富竹新田141-2 055-276-0211

甲府信用金庫 敷島支店 400-0124 甲斐市中下条1343-1 055-277-5831

甲府信用金庫 竜王南支店 400-0117 甲斐市西八幡1258-3 055-279-2171

し
新藤歯科医院 400-0123 甲斐市島上条490-5 055-277-7195 認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。

た

第一生命保険株式会社 竜王営業オフィス 400-0115 甲斐市篠原3044-4 050-3782-3272
http://www.dai-ichi-
life.co.jp/

地域の認知症の方やご家族を温かく見守り、応援者として優しく支援いた
します。
また、営業活動を通じて認知症・介護の現状について普及活動を推進しま
す。

た
大樹生命保険株式会社 竜王営業部 400-0118 甲斐市竜王1060-1 055-278-2281 https://www.taiju-life.co.jp

認知症への理解を深め、認知症の方やそのご家族の皆様を温かく見守り、
『いつの時代も、お客さまのためにあれ』を心掛けてまいります。

た
玉幡第一交通株式会社 400-0117 甲斐市西八幡2368番地2 055-252-5534 http://yamanashi.0152.jp/

認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。
認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索に協力します。

て

デイサービスセンター　つづく 400-0116 甲斐市玉川718 055-215-8001

・認知症の方やご家族が安心して暮らしていけるよう、一緒に考え、できる
ことをお手伝いしていきます。
・キャラバン・メイト、認知症ケア専門士と連携し、地域の方々に認知症への
理解を深めていただけるよう働きかけを検討、実施していきます。
・認知症SOS見守りネットワーク（甲斐市）に登録し、送迎時を中心に見守
り、捜索に協力します。また甲斐市と密に連携していきます。

日本郵便株式会社 竜王郵便局 400-0199 甲斐市名取１２-１ 055-279-1022
に

こ

認知症の方やご家族に配慮し、安心してご利用いただけるようサービス向
上への取り組みを行います。

http://www.kofushinkin.co.jp

か

け

皆さまに安心してご利用いただけるよう、見守り活動や認知症サポーター
の養成などに取り組んで参ります。

https://www.yamanashibank.
co.jp

http://www.keishin-
group.net/
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日本郵便株式会社 松島郵便局 400-0124 甲斐市中下条１６６１ 055-277-4089

日本郵便株式会社 吉沢郵便局 400-1112 甲斐市吉沢３８２１-３ 055-277-4087

日本郵便株式会社 双葉郵便局 400-0105 甲斐市下今井１８６-１ 0551-28-2001

日本郵便株式会社 敷島島上条郵便局 400-0123 甲斐市島上条１６５６ 055-277-3893

日本郵便株式会社 玉幡郵便局 400-0117 甲斐市西八幡１８３３-７ 055-276-5239

日本郵便株式会社 竜王榎郵便局 400-0114 甲斐市万才１１７-２ 055-276-5240

日本郵便株式会社 双葉竜地郵便局 400-0104 甲斐市龍地２７８３-６ 0551-28-3522

みさき薬局 竜王 400-0115 甲斐市篠原231-1 055-260-7222

みさき薬局 赤坂台 400-0118 甲斐市竜王763-40 055-225-5066

め
明治堂　志村薬局 400-0124 甲斐市中下条1580-1 055-277-2021

認知症の方やご家族に寄り添い薬剤師の職能を生かしてお役にたてたら
と思っています。

山梨県民信用組合 双葉支店 400-0105 甲斐市下今井88-18 0551-28-2311

山梨県民信用組合 竜南支店 400-0114 甲斐市万才330-1 055-276-8131

山梨県民信用組合 敷島支店 400-0124 甲斐市中上條1582-2 055-277-2510

山梨県民信用組合 竜王支店 400-0115 甲斐市篠原2666-1 055-279-3111

山梨信用金庫 敷島支店 400-0124 甲斐市中下条628-8 055-277-7511

山梨信用金庫 玉幡支店 400-0117 甲斐市西八幡2377-3 055-279-3511

ゆ
ゆい居宅介護支援事業所 400-0104

甲斐市龍地4709-1　落合
貸店舗

0551-28-8100
行政と協力し、認知症サポーター養成講座開催のお手伝い、見守りネット
ワークに登録し、捜索に協力します。

ゆ
ユウキ薬局 400-0115 甲斐市篠原832 055-276-0660 認知症の方やご家族からのお薬・健康相談に対応します。

り
竜王ペインクリニック 400-0126 甲斐市大下条1600-5 055-298-6666 http://www.ryuo-pain.com

認知症であることに気づき、受け入れる事ができる職場や家族である事を
徹底してゆきます。

や

認知症に対する正しい知識と理解のある認知症サポーターの養成を行い
ます。
認知症の方やその家族に対して業務に支障のない範囲で認知症サポー
ターとして手助けを行います。

https://www.post.japanpost.j
p/

○認知症に関する理解を深め、認知症の方が来店された際や、ご家庭に訪
問した際にやさしい対応を心がけます。
○認知症の方やそのご家族を応援することで認知症の方が安心して暮ら
せる環境づくりに地域金融機関として貢献していきます。

http://www.yamanashikenmi
n.shinkumi.jp

や

み

　当金庫は、認知症の方やご家族が住み慣れた地域で安心して生活できる
よう、日常業務を通じて、温かく見守るとともに、やさしく声をかけること
などを行い、支え合う地域づくりを目指す山梨県の取組みに協力します。

http://www.yamasin.jp/

当社は、調剤薬局と介護支援事業所を運営しており両者が共同し、認知症
の方やその家族が安心して暮らせるよう全力でサポートします。
また、ご自宅にお伺いして服薬のお手伝いもさせて頂きます。
お薬のこと、介護のこと、その他の困りごとのご相談に対応させて頂きま
す。

http://www.dyna-
misaki.co.jp/
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