山梨県認知症サポート事業所一覧

(富士吉田市)

※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年6月9日現在
五十音

か
か

事業所名 １

47事業所
事業所名 ２
（支店名等）

和歯科クリニック

〒

所在地

電話番号

HP

403-0019

富士吉田市新町2-2-10

0555-22-1180

http://www.kaz-dental.net/

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
http://www.kusurinosunroad.
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
com
す。

株式会社 クスリのサンロード

下吉田店

403-0004

富士吉田市下吉田8丁目4番
19号

0555-30-4136

株式会社 クスリのサンロード

上吉田店

403-0007

富士吉田市中曽根2丁目1329

0555-30-0100

か

か

か
す

せ

株式会社やさしい手甲府

富士吉田事業所

403-0004

富士吉田市下吉田7-2-37

0555-30-4441

株式会社 山梨中央銀行

吉田支店

403-0004

富士吉田市下吉田2-6-9

0555-22-3100

株式会社 山梨中央銀行

明見支店

403-0008

富士吉田市下吉田東1-1220

0555-22-3136

株式会社 山梨中央銀行

竜ヶ丘支店

403-0014

富士吉田市竜ケ丘1-12-7

0555-24-7811

403-0004

富士吉田市下吉田三丁目12
番16号

0555-22-0979

株式会社 渡辺薬局
住友生命保険相互会社

山梨支社郡内営業部

403-0004

富士吉田市下吉田5-4-29
住友生命富士吉田分館４Ｆ

0555-24-2458

住友生命保険相互会社

山梨支社ふじよしだ楓支部

403-0004

富士吉田市下吉田5-4-29
住友生命富士吉田分館４Ｆ

0555-23-4568

住友生命保険相互会社

山梨支社ふじやま支部

403-0004

富士吉田市下吉田5-4-29
住友生命富士吉田分館３Ｆ

0555-23-5138

住友生命保険相互会社

山梨支社富士吉田支部

403-0004

富士吉田市下吉田5-4-29
住友生命富士吉田分館２Ｆ

0555-23-7564

セブンイレブン

富士吉田警察署東店

綜合警備保障株式会社

富士吉田営業所

403-0004

富士吉田市下吉田6-18-47
小山田ビル

0555-23-7411

都留信用組合

本店営業部

403-0004

富士吉田市下吉田2-19-11

0555-22-2131

都留信用組合

明見支店

403-0002

富士吉田市小明見1-7-8

0555-23-2360

都留信用組合

上吉田支店

403-0005

富士吉田市上吉田2-6-2

0555-23-4821

http://www.yasashiitekofu.co.jp/
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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。

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。

https://www.yamanashibank. 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
co.jp
の養成などに取り組んで参ります。

認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしくお声がけをしてお手伝いさ
せて頂きます。

認知症の方やご家族を温かく見守ると共に、認知症についての知識や相
https://www.sumitomolife.co 談窓口等の情報をお伝えします。
.jp
また、営業活動を通じて「共生」と「予防」に向けた健康増進のサポートを
行っていきます。

そ

つ

宣言内容

http://www.alsok.co.jp/

ALSOKは、セキュリティ会社が行う介護事業に対するお客様からの信頼
にお答えできるよう、安全安心を最優先とした介護サービスの展開及び
CSR（企業の社会的責任）・社会活動の一環として認知症サポーターの養
成を推進し、支え合う地域作りを目指す山梨県の取組みに協力します。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(富士吉田市)

※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年6月9日現在
五十音

47事業所
事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

〒

所在地

電話番号

都留信用組合

竜ヶ丘支店

403-0014

富士吉田市竜ヶ丘2-4-11

0555-24-2131

都留信用組合

富士吉田南支店

403-0005

富士吉田市上吉田109410

0555-24-3733

都留信用組合

大明見支店

403-0003

富士吉田市大明見4-9-23

0555-22-6131

都留信用組合

富士見町支店

403-0000

富士吉田市富士見4-2-6

0555-24-3511

都留信用組合

新西原支店

403-0017

富士吉田市新西原2-2628

0555-22-8118

都留信用組合

本部

403-0004

富士吉田市下吉田2-19-11

0555-22-2131

都留信用組合

事務センター

403-0005

富士吉田市上吉田966-1

0555-24-2600

HP

○職員への認知症に対する理解の促進を行います。
http://www.tsurushinkumi.co ○認知症の正しい理解に基づく、認知症の方や家族へのやさしい対応
○各市町村の「こどもから高齢者、障がい者等の見守り活動」へ協力しま
.jp/
す。

て
デイサービスうらら・認知症対応型
デイサービスうらら

403-0015

富士吉田市ときわ台1-1-26

0555-30-1215

http://seijinkai-saiyo.com/
グループホームうらら

403-0015

富士吉田市ときわ台1-1-26

0555-30-1216

富士吉田支社

403-0007

富士吉田市中曽根3-2-29
SKビルディング

0555-24-7871

富士吉田郵便局

403-8799

富士吉田市中曽根３-１-１

0555-22-8851

日本郵便株式会社

明見郵便局

403-0002

富士吉田市小明見４-１-３０

0555-23-4573

日本郵便株式会社

吉田本町郵便局

403-0004

富士吉田市下吉田３-１-７

0555-23-4574

日本郵便株式会社

新倉郵便局

403-0012

富士吉田市旭１-４-２

0555-23-4572

日本郵便株式会社

上暮地郵便局

403-0001

富士吉田市上暮地３-３-９

0555-23-4576

日本郵便株式会社

富士吉田本通郵便局

403-0007

富士吉田市中曽根１-１-２７

0555-23-4577

日本郵便株式会社

上吉田郵便局

403-0005

富士吉田市上吉田７-１４-７

0555-23-4575

403-0004

富士吉田市下吉田一丁目
22-12

0555-28-5755

と 東京海上日動火災保険株式会社
山梨支店
に
日本郵便株式会社

ふ

富士吉田泌尿器科クリニック
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宣言内容

https://www.tokiomarinenichido.co.jp/

・認知症に関する知識を高めると共に地域の皆様に安心出来る介護を提
供出来るよう更に研鑽を積んでいきます。また、地域の皆様が安心出来る
街づくりのために『うらら』ができることを積極的に取り組んでいきます。
・認知症見守りネットワークの拠点として捜索に協力すると共に、職員全員
「みまもりあい」の登録協力もします。
・利用者様、ご家族様、そして職員、さらには地域の方々みんなが笑顔にな
れる地域を目指して、地域の社会資源として気軽に立ち寄って頂ける施設
になるよう努めていきます。
・認知症見守りネットワークの拠点として捜索に協力すると共に、職員「み
まもりあい」の登録協力もします。
認知症の方やご家族を温かく見守るとともに、事業活動を通じて見守り活
動の推進と認知症サポーターの養成などに協力致します。

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。
https://www.post.japanpost.j
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
p/
ターとして手助けを行います。

https://www.fujiyoshidahinyoukika.com/

認知症の方が住み慣れた地域に安心して暮らせるお手伝いをします。
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。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(富士吉田市)

※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年6月9日現在
事業所名 １

五十音

ほ

47事業所
事業所名 ２
（支店名等）

訪問看護ステーションさくら
訪問看護ステーションさくら

指定居宅介護支援事業所

〒

所在地

電話番号

め
も

明治安田生命保険相互会社

富士吉田営業所

守山薬局

富士吉田市緑ヶ丘2-6-12
メゾングリーンヒル１F

0555-30-1227

403-0013

富士吉田市緑ヶ丘2-6-12
メゾングリーンヒル１F

0555-28-6277

403-0004

富士吉田市下吉田4-7-22

0555-23-6165

403-0032

富士吉田市上吉田東4-1447

0555-22-0699 https://www.meijiyasuda.co.jp/

認知症の方やご家族が安心して暮らせる地域社会を目指し、人に一番やさ
しい行動と正しい理解を広める活動に取り組んでまいります。

403-0003

富士吉田市大明見六丁目17
番1号

0555-22-2649

ご高齢の方、特に認知症の方やそのご家族に安心して利用していただける
ようなお店づくり、対応をこころがけます。

http://sakuramedicalcare.com/

山梨県民信用組合

富士吉田支店

403-0004

富士吉田市下吉田4-5-19

0555-23-4151

山梨信用金庫

富士吉田支店

403-0004

富士吉田市下吉田5-15-25

0555-22-5161

山梨信用金庫

松山支店

403-0005

富士吉田市上吉田2-4-16

0555-22-3231

山梨ヤクルト販売株式会社

富士吉田営業所

403-0012

富士吉田市旭2丁目9-20

0555-23-8960

403-0007

富士吉田市中曽根1-5-10

0555-22-0142

403-0016

富士吉田市松山5-11-3

0555-23-7505

403-0004

富士吉田市下吉田3-4-1

0555-22-0368

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

○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.yamasin.jp/

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://yamanashiyakult.co.jp/

従業員研修を開催し、認知症への理解を促進します。
また、ヤクルト商品のお届け時にお声がけなど、ゆるやかに認知症高齢者
等を見守ります。

や

よ
り

吉田医院
リコージャパン株式会社

富士吉田事業所

わ
渡辺歯科医院
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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。

https://hp1.dent口腔ケアを中心に、美味しく食べるをサポートします。
hp.com/SR3050064marblesi
義歯のネーミングを行い、紛失防止をサポートします。
ka/

や

や

宣言内容

403-0013

ま
マーブル歯科

HP

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。
http://www.ricoh.co.jp

認知症の方やその家族の方々に対し、思いやりの気持ちを持ちできる限り
のフォローをし、お役立ちしていきます。
歯と口、摂食嚥下に関する専門職として、認知症の方、またご家族の方に
寄り添っていきたいと思います。困ったことがありましたら、ご相談くださ
い。

