
令和５年２月８日現在

支援団体・企業等 支援の要件

一般社団法人
岩手県タクシー協会

019-638-1761

○年齢　65歳以上
○運転経歴証明書を提示
（乗車又は降車時）

三陸鉄道株式会社
（旅客営業部）
0193-62-7000

○年齢　65歳以上
○窓口で運転経歴証明書を提示
※普通運賃、通勤定期券の半額購入

交通安全協会
金ケ崎分会

窓口：金ヶ崎町生活環境課
0197-42-2111

（8:30～17:00）

○年齢　70歳以上
○金ケ崎町在住
○運転経歴証明書を金ケ崎町役場
　生活環境課の窓口で提示した方

株式会社サンデー
0178-47-8511

○各店舗のサービスカウンターにおい
  て運転経歴証明書または申請による
  運転免許の取消通知書を提示

※配達無料券をすべて使用した場合は
　サービスカウンターにて再度提示

イオン東北（株）
営業企画部

018-847-2774

○サービスカウンターにて
　運転経歴証明書を提示

岩手県理容生活衛生協同組合
東磐井支部藤沢地区

一関市役所藤沢支所市民課
0191-63-2111

○年齢　65歳以上
○一関市内在住
○申請による運転免許の取消通知書
　又は運転経歴証明書を提示

株式会社マイヤ　釜石店
0193-31-2400

○サービスカウンターにて
　運転経歴証明書を提示

株式会社岩手リオン
補聴器センター
019-654-5313

○購入時、運転経歴証明書を提示

温泉ゲストハウスやすもり
（八幡平市松尾寄木

1-618-11）
070－4462-6089

○宿泊客限定
○要予約(電話)
○チェックイン時、運転経歴証明書を
　提示
○他の割引やサービスとの併用不可

株式会社クラシアン
盛岡支社

0120-583-587

○お申し込み時にコールセンターのオ
  ペレーターへ「運転免許自主返納者
  優待利用」旨申告していただくか、
  見積までにサービススタッフへお申
  し出くだい。
○優待特典は、ご本人と同居家族のご
  利用が可能です。

グラスコードイオンモール
盛岡南店

（盛岡市本宮7-1-1）

019-631-2722

○ご来店時、スタッフに
　運転経歴証明書を提示

○本人と同時にご購入される同行者の
　方も適用可

眼鏡市場
0120-818-828

○購入時、各店舗において
　運転経歴証明書を提示

運転免許自主返納者への支援一覧

次の企業・団体等で支援が受けられます。

支援内容

タクシー料金１割引

※岩手県タクシー協会加盟のタクシー会社に限る

三陸鉄道全線で料金半額

企業
・

団体

田園バス乗車券（５千円分）交付

※１人１回限り
　田園バス（町営コミュ二ティバス）６路線１日４便
　運賃100円　土・日・祝日・年末年始は運休

購入商品の配達無料券（10枚綴り）を進呈

対象店舗：岩手県内のホームセンターサンデー、サンデーホームマー
ト各店舗で実施

※当社指定配達地域に限らせていただきます。
　重量物・設置場所により別途料金がかかります。
　長尺品は3.6ｍまでとさせていただきます。
　詳しくはご注文時にお問い合わせください。

店舗で購入した商品を自宅まで配達
※お買上げ3,000円（税込）以上毎に1箱無料
※店舗により、承り時間・配送エリアが異なります。
　(配送エリアは各店舗の近隣に限る。）
※店舗名がイオン。
　ただし、マックスバリュ・スーパーセンターは除く。

理容料金から200円割引

※藤沢地区の理容生活衛生共同組合加盟７店舗

購入商品の無料配達サービス

※配送地域は釜石市内、冷凍食品と生花は不可

・眼鏡、サングラス、補聴器５％割引
・眼鏡の無料洗浄、調整サービス

　対象店舗：岩手県内の眼鏡市場各店舗

※ご不明な点は、左記電話番号までお問い合わせ下さい。

・補聴器価格の10％を割引
・株式会社岩手リオン補聴器センター、県内７店舗（盛岡本店、
　花巻店、北上店、水沢店、一関店、宮古店、大船渡店）全店で実施
・家族、親戚が購入した場合も同割引が適用
※一人一回限り
※他割引制度と重複利用不可

　宿泊時　・タオル無料貸し出し
　　　　　・歯ブラシサービス

※運転経歴証明書をお持ちの方を含め、
　小学生以上、最大２名様までに限り有効

水道修理、トイレのつまり除去などの作業料金を10％ＯＦＦ

※岩手県内全域出張可能
　24時間受付可能、無休

・眼鏡全品一式20％ＯＦＦ
・コンタクトレンズ全品10％ＯＦＦ



支援団体・企業等 支援の要件支援内容

株式会社シンエンス
北東北営業所

（矢巾町高田第13地割128）
0120-41-2943

〇年齢　65歳以上
〇購入時、運転経歴証明書を提示
〇試乗を希望する方は、電話で確認し
　てください。
URL  http://www.sinenth.co.jp

株式会社スズキ自販岩手
（盛岡市南仙北1-22-70）

019-634-1025

○試乗・購入相談時、運転経歴証明書
　を提示
URL
http://www.suzuki.co.jp/welfare/

株式会社セリオ盛岡営業所
（矢巾町広宮沢10ｰ502ｰ5）

019ｰ601ｰ9390
○本体注文時、運転経歴証明書を提示

つなぎ温泉観光協会

019-689-2391

○年齢　65歳以上
○受付時に運転経歴証明書又は申請に
　よる運転免許の取消通知書を提示
○自主返納者本人及び同伴者の大人合
　計４人まで

メガネスーパー
盛岡上堂店

（盛岡市上堂1-3-35）

メガネスーパー
遠野バイパス店

（遠野市松崎町白岩15）

2店舗とも0120-755-890

○出張訪問時に運転経歴証明書を提示

○出張の依頼は電話又はホームページ
　にて２４時間３６５日受付

　ホームページは
　　【メガネスーパー公式】で検索

・アカシヤ
　　(622-6230)

ＭＯＲＩＯ－Ｊポイント２倍付与
　　(３倍デーを除く)

・手芸のイズミヤ
　　(652-3903)

５％割引

・スズエ印房
　　(622-2368)

ＭＯＲＩＯ－Ｊポイント２倍付与
　　(３倍デーを除く)

・ながう
　　(622-2046)

５％割引
　　(一部除外品あり)

・なんだり館
　　(652-2993)

買い物10％ＯＦＦ､買い取り10％ＵＰ

・繁田園
　　(622-2673) ＭＯＲＩＯ－Ｊポイント２倍付与

　　(割引品、割引セール日を除く)

・平金商店パステル館
　　(652-2881)

税別500円のお会計毎に50円の
サービス券プレゼント
　　(他のサービスとの併用不可)

・ブティックアンジェニィ
　　(622-2728)

５％割引
　　(一部除外品あり)

・プレタわかまつ
　　(622-2723)

５％割引
　　(一部除外品あり)

・ホームセンター
　　(623-6311)

500円(税別)以上お買い上げの方へ来
店ポイントとしてスタンプ１ポイント
サービス

・マルトク靴店
　　(613-5854)

10％割引
　　(指定靴、割引品を除く)

・村源薬局
　　(623-1211)

３％割引
　　(調剤は除く)

ＳＴモータースクール
019-641-8211

盛岡自動車学校
019-647-4135

中央自動車学校
019-647-3125

○自主返納者の子ども又は孫
○申込時にサービスを受ける申出が必
　要
○申込時に運転経歴証明書又は申請に
　よる運転免許の取消通知書を提示

株式会社サカイ引越センター
0120-56-1141

○年齢　65歳以上
○引越の連絡時に支援を受ける申出が
　必要
○引越時に運転経歴証明書又は申請に
　よる運転免許の取消通知書を提示

盛岡市肴町商店街振興組合
○年齢　65歳以上
○購入時等、各店舗において
　運転経歴証明書を提示

　・引越本体料金（運賃+人件費）から20％以上OFF
　　（3/15～4/15は対象外となります。）
　・荷造り用ダンボール無料サービス
　　（※車格に応じてお渡しさせていただきます。）
　・ガムテープ、布団袋無料サービス（最大2つずつ）
　・ハンガーケース、リース料、無料サービス（最大5箱まで）

企業
・

団体

　普通免許の教習料から5,000円引き

　電動車いす（電動カート）新車購入時

　　　1万305円～8万1,800円の割引

　日帰り入浴料金１００円割引き
　　参加施設
　　・湯守ホテル大観（019-689-2121）
　　・ホテル紫苑（019-689-2288）
　　・愛真館（019-689-2111）
　　・旅染屋山いち（019-689-2704）
　　・癒しの宿ロデム（019-689-2266）
　　・清温荘（019-689-2321）

　電動車いす（セニアカー・タウンカート）新車購入時

　　　ステッキホルダー　無料サービス

　電動カート、電動車いす、電動アシスト付き自転車の本体購入時

　　　車体カバーをサービス

　メガネ・補聴器の出張訪問サービスの出張費用初回無料

　　自宅など指定の場所に伺い、メガネ・補聴器の視力／聴力測定・
　新調・調節に対応する「メガネ・補聴器の出張訪問サービス」の、
　出張費用（地域により3,300円から5,500円）が、初回に限り無料。
　※県内全域出張対応可能
　※依頼する際に、「自主返納支援のホームページを見た」と伝える
　　とスムーズです。



支援団体・企業等 支援の要件支援内容

カーセブン盛岡都南大橋店
019-656-1725

○運転免許自主返納者又は予定者
○受付の際に運転免許自主返納者であ
　ることをお申し出ください。
※運転経歴証明書又は申請による運転
　免許の取消通知書を確認させていた
　だきます。
※返納予定の方は車両売却から概ね１
　カ月以内に運転経歴証明書又は申請
　による運転免許の取消通知書の写し
　をご提出ください。

廃車買取おもいでガレージ

0120-061-502

○「運転経歴証明書」又は「申請によ
　る運転免許の取消通知書」をお車売
　却後６カ月以内に提示

○優待特典は、本人と家族が利用可能

株式会社えん工房
移動販売事業部
070-4333-5258

ご依頼の際には口頭で免許証自主返納
者である旨をお伝え下さい

※上記事業は、運転免許自主返納者に対する支援の一覧です。

　 協賛店毎に利用条件が異なります。内容をご確認の上でご利用ください。

　ご自宅前まで移動販売車でお伺いします。
　初回のお買い物の際、お好きな惣菜一品プレゼントいたします。

　○買取保証
　　普通車10,000円以上、軽自動車5,000円以上で買取保証

　○車の買取金額を増額
　　普通車5,000円、軽自動車3,000円増額

　※離島、一部地域を除く

　車両買取成約後に5,000円分のカタログギフトを無料進呈

企業
・

団体

岩手県警察では、新たな運転免許証自主返納者への支援を募集しております。

詳しくは、岩手県警察本部・交通企画課高齢者安全対策係（℡019-653-0110）までお問い合わせください。


