
　 ６５歳以上の高齢者が、このチラシが　　　　

　 貼ってあるお店で「運転経歴証明書」  

    を提示すると、お店ごとに料金割引等 

    のサービスが受けられます！　　　　　　　　　

　提示 提示

　 ６５歳以上の高齢者がタクシー 
   やバスを利用する際、「運転経      
   歴証明書」を提示すると、

　料金割引等のサービスが

　受けられます！

◇◆◇ 運転経歴証明書 ◇◆◇
 運転免許証を返納した際に、警察署
 又は運転免許センターで申請すれば
 交付されます。

見本

※　６５歳以上の高齢者が対象です。
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

1 熊谷ボディー 秋田市飯島大袋 レッカー移動、車検整備３％割引（家族を含む） 018-846-8399

2 大滝山温泉　神乃湯　 秋田市上新城道川字愛染 入浴料金100円引き（400円） 018-870-2003

3 眼鏡市場　サンフェスタ外旭川店 秋田市外旭川字小谷地
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

018-868-8211

4 (株)サンデー秋田土崎店 秋田市土崎港相染町字家の下 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-857-0301

5 (株)サンデー土崎港北店 秋田市土崎港北二丁目 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-880-0530

6 村上印刷 秋田市土崎港北七丁目 はがき印刷５％割引 018-845-0706

7 港の銀水 秋田市土崎港中央一丁目 食事代10％割引 018-845-0157

8 ホテル　大和 秋田市土崎港中央一丁目 宿泊料金等の基本料金10％割引 018-845-0151

9 粂川クリーニング 秋田市土崎港中央二丁目 クリーニング料金５％割引 018-846-2652

10 ナベシマ時計店 秋田市土崎港中央五丁目
1万円以上の商品（但し一部商品を除く）をお買い上げの場合
５％割引

018-845-0947

11 菓子園中野屋土崎駅前店 秋田市土崎港中央六丁目 ポイント２倍サービス 018-847-5722

12 ビーエルエス東北 秋田市土崎港西一丁目 小型船舶免許取得費用５％割引（家族を含む） 018-816-0712

13 秀寿し 秋田市土崎港西三丁目 宴会３％割引 018-845-0529

14 有限会社　久保田石油 秋田市寺内後城 ガソリン、軽油料金２円引き（会員以外。会員には粗品進呈） 018-845-0440

15 かおる堂 大町店 秋田市大町四丁目 商品購入代金の5％割引 018-823-8377

16 奥羽住宅産業株式会社 秋田市大町二丁目 バリアフリー工事等の５％割引 018-865-1511

17 めがねの平和堂 秋田市御野場新町二丁目 メガネ購入時の20％割引、補聴器・時計購入時の５％割引 018-839-5482

18 株式会社カーチス秋田店 秋田市川尻大川町
現金2万円プレゼント
（本人名義の車両を3万円以上で売却）
（本人または紹介された方が21万円以上の車両を購入）

018-896-6521

19 玉屋眼鏡店　アイラック店 秋田市千秋久保田町
メガネフレーム・レンズ・サングラス購入額の10％割引
　（セットメガネ・一部商品を除く）

018-832-0065

◆◇◆運転免許自主返納高齢者支援サービス店一覧表◆◇◆
サービス内容は各協賛店が提示したものです。ご不明な点は電話でご確認願います。
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

20 玉屋眼鏡店　中央店 秋田市中通二丁目
メガネフレーム・レンズ・サングラス購入額の10％割引
　（セットメガネ・一部商品を除く）

018-834-4329

21 玉屋眼鏡店　有楽町店 秋田市南通亀の町
メガネフレーム・レンズ・サングラス購入額の10％割引
　（セットメガネ・一部商品を除く）

018-834-4328

22 東天紅（秋田キャッスルホテル内） 秋田市中通一丁目 食事代金10％割引 018-832-1010

23 ワタナベ時計店 秋田市中通二丁目 購入時全商品10％割引（電池交換を除く） 018-832-7216

24 メガネのゴトウ 秋田市中通六丁目 メガネ購入時の10％割引、補聴器購入時の５％割引 018-835-5530

25 (株)サンデー秋田御野場店 秋田市仁井田本町五丁目 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-829-1464

26 (株)サンデー八橋店 秋田市八橋大道東 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-865-0600

27 (株)ダイヤプラザ 秋田市茨島四丁目 ﾋﾞｼﾞﾀｰのゴルフ遊技代金（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ購入代金）の割引等 018-864-5111

28 眼鏡市場　秋田茨島店 秋田市茨島六丁目
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

018-866-5815

29 カモヤメガネ店 秋田市保戸野通町 メガネ購入時1,000円引き 018-862-6837

30 コバヤシ時計店 秋田市八橋本町三丁目 メガネ類購入時の10％割引、メガネの調整クリーニング無料 018-864-0040

31 (株)ヨシケイ秋田 秋田市新屋鳥木町
食材宅配サービス（プチママすまいるごはん）10％割引
（本人及び同居家族）　※ 配達地域要確認

0120-15-8407

32
(株)協栄製作所
（セリオ秋田営業所）

秋田市泉中央一丁目
電動アシスト付き四輪自転車購入時、車体カバー・杖カバー
（15,000円相当）贈呈

(株)協栄製作所
053-425-2513

33 たまごの樹　河辺店 秋田市河辺北野田高野字黒沼下堤下 ポイント２倍サービス 018-882-3015

34 小野寺つくし堂 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2029

35 田口呉服店 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2135

36 日清堂 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2253

37 ニューあかひら 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2428

38 (有)石川 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2046

39 (有)山源商店 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2414

40 (株)ファミリーストア佐々木 秋田市河辺三内字野崎 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2243

41 河辺地域振興(株)(ユフォーレ) 秋田市河辺三内字丸舞 入浴料金20％割引 018-884-2111

42 佐々征商店 秋田市河辺和田字上中野 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2545
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

43 ショップ正八 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2130

44 竹屋商店 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2135

45 やなぎわら 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2104

46 (有)佐々木商店 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2023

47 お菓子の郷ジロー 秋田市御所野下堤 1,000円以上購入時、ポイント２個サービス 018-889-6260

48 一ノ関時計店広面本店 秋田市広面字昼寝
商品の５％割引（一部除外品を除く）
メガネの修理、調整、視力検査無料

018-832-4533

49 一ノ関時計店桜店 秋田市桜二丁目
商品の５％割引（一部除外品を除く）
メガネの修理、調整、視力検査無料

018-833-9033

50 (株)秋田温泉さとみ 秋田市添川字境内川原 入浴料金を100円引き 018-833-7171

51 お菓子のたかすぎ 秋田市手形からみでん 粗品の進呈 018-835-6372

52 洋菓子の店　トリアノン　ヤシマ 秋田市手形新栄町 商品の５％割引 018-832-6929

53 藤井主食販売店 秋田市手形山崎町 あきたこまち５％割引 018-832-4098

54 やしち 秋田市手形山崎町 お通しのサービス 018-833-9955

55 欧風菓子モン高砂堂 秋田市広面字土手下 商品の５％割引 018-835-5252

56 フレッシュベーカリージロー３10店 秋田市広面字蓮沼 1,000円以上購入時、ポイント２個サービス 018-832-3100

57 メガネのアオヤギ広面店 秋田市広面字蓮沼 商品の５％割引 018-832-0188

58 多恵＆要蔵 秋田市広面字糖塚 1,000円以上購入時、ポイント２個サービス 018-884-7071

59 株式会社クラシアン 秋田市広面字堤敷 作業料金１割引 0120-583-587

60 眼鏡市場　広面店 秋田市広面字樋ノ沖
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

018-893-3842

61 お菓子のアトリエ　ア・ドゥマン 秋田市雄和石田 500円以上購入時、商品の10％割引 018-886-8141

62 佐伊商店 秋田市雄和下黒瀬 購入商品に応じた割引 018-886-2230

63 バナフィショップ 秋田市雄和椿川 購入商品に応じた割引 018-886-8039

64 時計・メガネのサカイ 秋田市雄和妙法寺 購入商品に応じた割引 018-886-3286

65 菓子園中野屋空港ロード店 秋田市四ツ小屋字中野 ポイント２倍サービス 018-839-6060
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