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◆ 地域包括支援センター
番号 事業所名 担当地区 電話番号 所在地 地区

1 甲府市南東地域包括支援センター 里垣　玉諸　甲運 223-0103 国玉町 951-1 玉諸

◆ 診療所
番号 医療機関名 診療科目/提供サービス 電話番号 所在地 地区

4 あさなぎクリニック 心内 227-1000 蓬沢 1099-1 玉諸
5 石原医院 内科　小児 231-1600 七沢町 180-1 玉諸
6 石山耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻 225-3387 向町 267-1 玉諸
7 （医）立史会 今井整形外科医院 整形　リハ　放射 / 訪リハ（予）　通リハ 232-7411 上阿原町 1151 玉諸

8 いまいペインクリニック 麻酔　ペインクリニック科
漢方内科　皮膚 236-7222 向町 260-1 玉諸

9 遠藤眼科クリニック 眼科 232-2024 和戸町 688-8 甲運

10 小沢外科内科医院 内科　外科　消内
消化器内視鏡内科 233-7037 善光寺 1-25-7 里垣

11 クリニックまつおか 児童精神　精神　心内 244-3054 川田町 933-18 1F 甲運
12 甲州聖愛ハッピークリニック 脳神　内科　小児 236-0888 上阿原町 487-1 玉諸
13 甲府向町こころのクリニック 心内　精神 298-6883 向町 267-1 玉諸
14 里吉内科クリニック 内科　呼吸 227-0028 里吉 4-15-17 玉諸
15 柴垣皮フ科医院 皮膚　ア科 228-1112 砂田町 1159-10 里垣
16 （医）恒澄会 産科婦人科清水クリニック 産婦 221-0341 向町 450-5 玉諸
17 杉田医院 内科 233-5251 善光寺 1-11-14 里垣
18 新津小児科 小児　精神 233-1014 和戸町 1002-5 甲運
19 （医）にしおか内科クリニックRA 内科　ア科　リ科 222-2365 和戸町 679 甲運

20 東甲府医院 内科　小児　ア科　リ科　整形
形成　美容　リハ　腎内 222-2000 桜井町 299 甲運

21 ひのはら整形外科ペインクリニック リ科　整形　リハ　麻酔 236-2277 里吉 2-6-22 玉諸
22 星野内科循環器科 内科　循環 235-5225 和戸町 389-3 甲運
23 みずこし耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻 269-8714 和戸町 621-1 甲運
24 もりの木こどもクリニック 小児 267-6200 砂田町 10-2 里垣
25 内科小児科矢崎医院 内科　小児　神内 233-7222 上阿原町 601-3 玉諸
26 蓬沢クリニック 眼科 235-2772 蓬沢 1047-2 玉諸
27 こいし糖尿病内科クリニック 糖内・内科 268-3305 和戸町 680 甲運
28 たての眼科 眼科 268-2922 和戸町 622-1 甲運
29 いわもと内科おなかクリニック 消内　内科　胃腸内科 244-7144 向町 202 グリーンタウン甲府東 玉諸

番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
2 （医）恵信会 恵信甲府病院 内科　外科　リハ 223-7333 上阿原町 338-1 玉諸

3 （医）篠原会
甲府脳神経外科病院

神内　脳神　歯科　歯外
放射　リハ　整形 235-0995 酒折 1-16-18 里垣

−医療機関−
◆ 病院

南東ほうかつエリア（マップは 76ページ、凡例は 36ページをご覧ください）
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◆ 歯科診療所
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
30 小田切歯科医院 歯科 233-5408 和戸町 247 甲運
31 クボデラ歯科 歯科 235-1180 桜井町 43 甲運
32 久保寺歯科医院 歯科 233-8784 善光寺 1-15-7 里垣
33 小池歯科医院 歯科　矯歯　小歯 233-4182 向町 559 玉諸
34 斉木歯科医院 歯科　矯歯　小歯 232-8485 上阿原町 1150-2 玉諸
35 玉諸歯科医院 歯科　歯外・小児 232-8880 国玉町 1040 玉諸
36 なす歯科 歯科　矯歯　小歯　口腔外科 225-6620 善光寺 1-27-1 里垣
37 七沢歯科医院 歯科 232-1811 里吉 4-8-35 玉諸
38 ばば歯科医院 歯科　矯歯　小歯 227-6480 川田町 537-1 甲運
39 ハニー歯科 歯科　口腔外科　小歯　矯歯 232-1182 里吉 4-9-13 玉諸
40 原田歯科クリニック 歯科　小歯　歯外 223-3330 里吉 4-14-20 玉諸
41 ふじたに歯科医院 歯科　矯歯　小歯 220-1117 国玉町 287-2 玉諸
42 山の手歯科クリニック 歯科　小歯　矯歯　歯外 232-5670 酒折 1-4-10 里垣
43 渡辺歯科医院 歯科 232-8241 西高橋町 20 玉諸
44 愛歯科クリニック 歯科 230-2100 横根町 559-4 甲運

45 サファイア歯科 歯科　小歯　矯歯　歯外 234-5706 向町 147-1 グリーンタウン
甲府東SHOPS向町 玉諸

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
61 アーク居宅介護支援事業所 居介 298-6647 向町 259-1 玉諸
62 いまい居宅介護支援事業所 居介 232-0017 上阿原町 1151 玉諸
63 居宅介護支援事業所蓬の里 居介 287-7676 蓬沢 1-7-35 玉諸
64 居宅介護支援事業所ソレイユ甲府 居介 234-5173 西高橋町 277 玉諸
65 グレープ指定居宅介護支援事業所 居介 225-0669 横根町 554 甲運
66 ケアプラン永愛 居介 228-7316 東光寺町 1616-20 里垣
67 ケアプラン.マヴィ 居介 215-0842 上阿原町 126-10 玉諸
68 恵信甲府サポートセンター 居介 269-9333 上阿原町 338-1 玉諸

−介護サービス事業所−
◆ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

◆ 薬局
番号 薬局名 電話番号 所在地 地区 番号 薬局名 電話番号 所在地 地区
46 アーク調剤薬局 上阿原店 223-7706 上阿原町 446-1-A 玉諸 54 （株）中沢薬局和戸店 236-3200 和戸町 382-1 甲運

47 アーク調剤薬局 甲府向町店 234-5555 向町 259-1 玉諸 55 日本調剤 甲府薬局 220-1050 和戸町 685-3 甲運

48 アイセイ薬局 善光寺店 269-8877 善光寺 1-25-5 里垣 56 日本調剤 和戸薬局 236-2330 和戸町 620-1 甲運

49 いっぷく堂薬局 221-2050 西高橋町 90-2 玉諸 57 ハートフル薬局 甲府東店 267-6617 砂田町 10-2 里垣

50 ウエルシア薬局 甲府和戸店 231-8510 国玉町 328-1 玉諸 58 マリィ薬局 234-5679 砂田町 1159-4 里垣

51 （有）酒折薬局 235-0992 酒折 1-16-21 里垣 59 みさき薬局 里吉 225-6500 里吉 2-6-27 玉諸

52 たけのこ薬局 242-7689 蓬沢町 1099-5 玉諸 60 調剤薬局
ツルハドラッグ和戸店 220-6062 和戸町 814-1

フレスポ甲府東SC内 甲運

53 ドラッグストアー健康館サワ 235-4193 和戸町 1002-3 甲運
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◆ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
69 トリアス居宅介護支援事業所 居介 288-0426 国玉町 951-1 玉諸
70 鍋林甲府居宅介護支援事業所 居宅 237-8738 上阿原町 240 玉諸
71 東甲府居宅介護支援サービス 居介 222-1011 川田町 40-2 甲運

72 やさしい手 甲府東事業所 居介　通介（総）　訪介（総） 231-7006
231-7007 酒折 1-20-23 里垣

73 やすらぎ介護サービス 居介 233-7237 上阿原町 1124-13 玉諸
74 ケアプランつむぎ 居介 269-8750 国玉町 1035-1 玉諸

◆ 短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所（ショートステイ）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

95 桜井寮ショートステイセンター 短入生（予） 232-8261
232-8262 桜井町 558 甲運

◆ 通所介護・通所リハビリテーション事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
86 介護老人保健施設甲府かわせみ苑 通リハ（予）　短入療（予）　介老保 222-2900 横根町 554 甲運
87 SORAFIT　フィットネスデイサービス 通介（地） 288-0718 上阿原町 416 玉諸
88 通所リハビリテーションかぞく 通リハ（予） 236-0888 上阿原町 487-1 玉諸
89 デイサービスセンター「よつ葉」 通介（総）　通介（地） 236-6344 東光寺 2-19-29 里垣
90 デイサービスセンターつくし 通介（総） 234-5186 西高橋町 277 玉諸
91 特定非営利活動法人デイサービス真心 通介（総）　通介（地） 235-7210 国玉町 754-5 玉諸
92 トリアスデイサービスセンター 通介（総） 223-3303 国玉町 951-1 玉諸
93 東甲府ケアセンター「ひばり」 通介（総）　短入生（予） 222-0011 川田町 40-2 甲運
94 デイサービスセンター奏楽上阿原 通介（総） 288-0718 上阿原町 1055-1 玉諸

◆ 訪問リハビリテーション事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
85 訪問リハビリテーションかぞく 訪リハ（予） 236-0888 上阿原町 487-1 玉諸

◆ 訪問介護・訪問入浴介護事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
75 マヴィ .ホームヘルプサービス 訪介（総） 215-0842 上阿原町 126-10 玉諸
76 care えみ 訪介（総） 215-4630 川田町 481-4 甲運
77 今井整形訪問介護事業所 訪介（総） 223-1100 上阿原町 1151 玉諸
78 訪問介護 志暖 訪介（総） 223-3785 善光寺 3-8-7 里垣
79 訪問介護 晴和 訪介 209-0064 蓬沢町 1200-18 玉諸
80 訪問介護事業所奏楽 訪介（総） 288-0718 上阿原町 1055-1 玉諸
81 （有）さわやか介護 訪介（総） 237-8022 和戸町 29-1 甲運
82 （有）グットケアー東光寺ヘルパーステーション「子ぶた」 訪介（総） 236-6556 東光寺 2-19-29 里垣
83 訪問介護事業所ほの字 訪介 288-8830 東光寺 3-7-2-102 里垣
84 訪問介護ゆたか 訪介 288-1510 川田町 944-1 モナーク甲府 309 甲運
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◆ 地域密着型サービス事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
111 グループホーム ドリーム 認共活（予） 232-9889 川田町 367-1 甲運
112 グループホーム 花みずき 認共活（予） 237-4881 上阿原町 526-1 玉諸
113 地域密着型介護老人福祉施設パティオ蓬沢 介老福（地） 287-7676 蓬沢 1-7-35 玉諸
114 ハートピア横根 特入介（地） 236-3335 横根町 1173-7 甲運

◆ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
106 アイアール福祉用具貸与事業所 福具貸（予）　福具販（予） 233-3663 上阿原町 1151 玉諸
107 アーク福祉用具貸与事業所 福具貸（予）　福具販（予） 298-4637 向町 259-1 玉諸
108（株）アセラ 福具販（予） 232-2030 西高橋町 156 玉諸
109（株）ヤマシタ 山梨営業所 福具貸（予）　福具販（予） 227-6511 和戸町 1018-1 甲運

110（株）ライフワーク 福具貸（予）　福具販（予） 288-0019 上阿原町 453-1
昭栄不動産 1F 玉諸

◆ 施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
102 桜井寮 介老福 232-8261 桜井町 558 甲運
103 特別養護老人ホーム 清栄なでしこ荘 介老福 221-1200 横根町 554 甲運
104 特別養護老人ホーム ソレイユ甲府 介老福 236-2266 西高橋町 277 玉諸
105 トリアス 介老福 223-3303 国玉町 951-1 玉諸

◆ 短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所（ショートステイ）（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
96 ショートステイソレイユ甲府 短入生（予） 236-2266 西高橋町 277 玉諸
97 ショートステイ横根 短入生（予） 236-3335 横根町 1173-7 甲運
98 短期入所生活介護事業所 清栄なでしこ荘 短入生（予） 221-1200 横根町 554 甲運
99 トリアス短期入所生活介護事業所 短入生（予） 223-3303 国玉町 951-1 玉諸
100 パティオ蓬沢ショートステイ 短入生（予） 287-7676 蓬沢 1-7-35 玉諸
101 恵信甲府ケアセンター 短入生（予） 269-9333 上阿原町 398 玉諸

※�この広告枠は、冊子の余裕スペースを有効活用し、広告収入を市民の皆様の暮らしに活かそうとする取り組みです。本市で広告主又はそ
の商品やサービスなどを推奨するものではありません。広告内容に関する質問は、広告主に直接お問い合わせください。


