
山梨県認知症サポート事業所一覧 (韮崎市)

※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 30事業所

五十音 事業所名　１
事業所名　２
（支店名等）

〒 所在地 電話番号 HP 宣言内容

あ

愛の家グループホーム にらさき 407-0033
韮崎市龍岡町下條南割192-
3

0551-21-2222 https://mcs-ainoie.com/

・認知症専門の介護事業所として、地域の方の相談窓口として相談を受け
付け致します。
・一括申込の全ホームにキャラバンメイトの保有者が在籍しているので、認
知症サポーター養成講座の開催を積極的に致します。
・認知症ケアの事例・実践実績などを活用し普及・啓発活動を行ってまいり
ます。

い

いちい調剤薬局 407-0046
韮崎市旭町上條南割3314-
241

0551-45-8901
http://www.dyna-
misaki.co.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。

い

医療法人　秋山脳外科 407-0037 韮崎市大草町若尾1330 0551-22-8881
http://www.akiyama-
nougeka.or.jp/

認知症についてMRI、ADAS、MMSE等検査を随時実施しています。
地区薬剤師会、地区公民館などで早期発見、予防等の啓発活動を行い、ご
本人、ご家族の不安解消の一助になればと診療にあたっています。

医療法人　銀門会
甲州訪問リハビリテーション

韮崎事業所 407-0031
韮崎市龍岡町若尾新田
850-1

0551-21-3601

医療法人　銀門会
甲州デイサービスセンター

韮崎事業所 407-0031
韮崎市龍岡町若尾新田
850-1

0551-21-3600

か

株式会社　クスリのサンロード 韮崎店 407-0003 韮崎市藤井町北下條497 0551-30-0036
http://www.kusurinosunroad.
com

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。

か 株式会社東海日動パートナーズ
EAST　山梨支店

韮崎支社 407-0024 韮崎市本町1-3-7 0551-30-4130 https://www.tnp-east.co.jp/
認知症の方やご家族の皆様に配慮し、応援者としてやさしくご支援しま
す。

か

株式会社やさしい手甲府 韮崎事業所 407-0004 韮崎市藤井町南下條647-1 0551-30-5115
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 韮崎支店 407-8601 韮崎市本町2-9-33 0551-22-2211

株式会社　山梨中央銀行 藤井支店 407-0004 韮崎市藤井町南下条247-4 0551-22-4911

甲府信用金庫 韮崎支店 407-0024 韮崎市本町1丁目5-28 0551-22-1535

甲府信用金庫 藤井支店 407-0001 韮崎市藤井町駒井2760-1 0551-23-2611

そ

綜合警備保障株式会社 韮崎営業所 407-0024
韮崎市本町1-3-11　赤井印
章店

0551-23-3933 https://minai-cl.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。

こ

か

い

http://www.krg.ne.jp/care/

医療法人　銀門会では、医療・介護・福祉のプロ集団として認知症サポー
ターを養成し、ご本人やそのご家族の方々が住み慣れた地域で安心して自
分らしく生活できるようお手伝いをさせていただきます。また、専門職が
運営する『認知症カフェ』を定期的に開店しています。

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

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
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日本郵便株式会社 韮崎郵便局 407-8799 韮崎市中央町５-２２ 0551-22-0449

日本郵便株式会社 中田郵便局 407-0261
韮崎市中田町小田川１３８３-
１

0551-25-5717

日本郵便株式会社 円野郵便局 407-0052 韮崎市円野町下円井２６-３ 0551-27-2041

日本郵便株式会社 大草郵便局 407-0036
韮崎市大草町上條東割８７８
-１

0551-22-2972

日本郵便株式会社 穂坂郵便局 407-0175
韮崎市穂坂町宮久保６１６５-
３

0551-22-2974

日本郵便株式会社 清哲郵便局 407-0055 韮崎市清哲町青木２２５０-１ 0551-22-2975

日本郵便株式会社 穴山郵便局 407-0263 韮崎市穴山町４３８０ 0551-25-5940

日本郵便株式会社 韮崎本町南郵便局 407-0024 韮崎市本町３-２-２１ 0551-22-2978

日本郵便株式会社 韮崎藤井郵便局 407-0002 韮崎市藤井町坂井７５-１ 0551-22-2973

ふ
ファーマみらい 若尾薬局 407-0037 韮崎市大草町若尾1324-1 0551-23-5666 http://www.phmirai.co.jp/

・認知症の方のお薬の相談をお受けいたします。
・認知症の方や、ご家族の方の困ったこと、悩みごとをお聞きします。

みさき薬局 韮崎 407-0004
韮崎市藤井町南下條水無
336-2

0551-21-2121

みさき薬局 旭町 407-0046
韮崎市旭町上條南割3314-
310

0551-20-1165

み
薬袋整形外科医院 407-0014 韮崎市富士見2-13-2 0551-22-0203 https://minai-cl.jp

め
明治安田生命保険相互会社 韮崎営業所 400-0104 甲斐市龍地3669-1 0551-20-0021 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。

や

山梨県民信用組合 韮崎支店 407-0024 韮崎市本町1-4-21 0551-22-2131
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。

や

山梨信用金庫 韮崎支店 407-0024 韮崎市本町2-6-17 0551-22-8788 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。

ゆ
有限会社甲斐タクシー 407-0015 韮崎市若宮一丁目8-9 0551-22-0255 http://www.kai-taxi.com/

韮崎市の認知症SOS見守りネットワークに登録しており、捜索に協力致し
ます。

み

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

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。

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/

に
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