運転免許自主返納者等サポート店一覧

令和3年1月

http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/henno.html

運転免許自主返納者等サポート店一覧【企業等】
支援内容等

サポート店名

運賃の1割引
（静岡県タクシー協会加盟事業者に限る。）

所在地等

静岡市駿河区国吉田二丁目４番２６号

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示
（その他割引等の併用はお問合せください。）

問合せ先

０５４－２６１－１４０１

HPアドレス

http://www.shizuoka-taxi.jp

運賃の1割引
（静岡県個人タクシー協会加盟事業者に限る。）

所在地等

静岡市葵区宮前町１０６番地の４

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示
（その他割引等の併用はお問合せください。）

問合せ先

０５４－２６１－６７７０

対象者 本人及び同乗者を含む１台分の運賃

HPアドレス

http://www.kojin-taxi.or.jp

伊東ゆうゆうパス（６５歳以上）の早期購入
※１ 定期観光バス、順天堂病院行きバス、天城
内容等
東急シャトルバスは利用不可
※２ 修善寺線は伊東駅～冷川峠までの利用可

所在地等

・伊東事業所
・伊東駅構内案内所

問合せ先

０５５７－３７－５１２１

対象者 本人のみ

HPアドレス

http://www.tokaibus.jp/

内容等 シルバー定期券（７０歳以上）の早期発売

所在地等

御殿場市新橋９９９番地

問合せ先

０５５０－８２－１３３３

対象者 本人のみ

HPアドレス

http://www.fujikyu.co.jp

内容等 シルバー定期券（７０歳以上）の早期発売

所在地等

・本社営業所
・三島出札窓口
・沼津出札窓口

問合せ先

０５５－９２１－５３６７

HPアドレス

http://www.fujikyu.co.jp/citybus/

内容等

商業組合
静岡県タクシー協会

条件

対象者 本人及び同乗者を含む１台分の運賃
内容等

静岡県個人タクシー協会

株式会社伊豆東海バス

条件

条件

富士急行株式会社
御殿場営業所

所在地・問合せ先

条件

６０歳以上６５歳未満かつ運転経歴証明書の提示

６０歳以上かつ運転経歴証明書の提示

富士急シティバス株式会社
条件

６０歳以上かつ運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

内容等 シルバー定期券（７０歳以上）の早期発売

富士急静岡バス株式会社

条件

６０歳以上かつ運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

所在地等

富士市厚原７７１番地の１

問合せ先

０５４５－７１－２４９５

HPアドレス

http://www.shizuokabus.co.jp/

内容等

高齢者専用しずてつ電車全線フリー乗車券「電車専用
所在地等
大御所パス」（６５歳以上）の早期販売

・ 新静岡駅
・ 草薙駅
・ 新清水駅

条件

６０歳以上かつ運転経歴証明書及び健康保険証等年
問合せ先
齢確認ができる公的証書の提示

０５４－２５４－５１１５

静岡鉄道株式会社

対象者 本人のみ

HPアドレス

内容等

高齢者専用しずてつバス全線フリー定期券「バス専用
所在地等
大御所パス」（６５歳以上）の早期販売

・清水駅前案内所 ・新静岡バス案内所
・静岡駅前案内所 ・焼津駅前バス案内所
・藤枝駅前バス案内所 ・島田駅前バス案内所
・榛原バス案内所 ・相良営業所
・浜岡営業所 ・掛川駅前バス案内所

条件

６０歳以上かつ運転経歴証明書及び健康保険証等年
齢確認ができる公的証書の提示(代理人による購入も 問合せ先
可能）

０５４－２６７－５１５２

しずてつジャストライン株式会社

対象者 本人のみ

HPアドレス

①遠鉄バス・電車全区間乗り放題の「シルバーワイド
フリー定期券」が初回購入時に限り半額（６５歳以上の
方限定）

遠州鉄道株式会社

https://www.shizutetsu.co.jp/

内容等 ②遠鉄バス・電車全区間乗り放題の「シルバーワイド 所在地等
フリー定期券」が６０歳から購入可能
③紹介状を持参しシルバーワイドフリー定期券を購入
した場合、紹介者及び購入者にえんてつポイント500P
プレゼント
①６５歳以上かつ運転経歴証明書を提示

http://www.justline.co.jp/

浜松駅前バスターミナル乗車券センター
・三方原営業所・細江営業所 ・雄踏営業所
・磐田営業所(整備センター内)・鉄道営業所
・遠鉄電車（有人駅）・遠鉄トラベル（定期券取扱店舗）

②６０歳以上かつ運転経歴証明書を提示
条件

③紹介状及び運転経歴証明書を提示にて購入。
（平成２９年１２月１日から平成３０年２月２８日の期間
限定）

対象者 本人のみ

問合せ先

０５３－４５４－２２１５

HPアドレス

http://bus.entetsu.co.jp

内容等

ワゴン車割引（平日５０％OFF・土日祝日３０％OFF）
ワゴン車以外、基本料金より１５％OFF

所在地等

・熱海駅前店 ・三島店 ・御殿場店 ・沼津店
・新富士駅前店 ・東静岡店 ・静岡駅前店
・藤枝店 ・富士山静岡空港カウンター ・掛川店
・浜松駅前店・浜松新幹線口店 ・浜松インター店
・浜松雄踏店

条件

【予約方法】各店舗への電話予約のみ
【支払い方法】原則クレジットカードにて支払い・他の
クーポンや割引との併用は不可、支払い時運転経歴
証明書の提示

問合せ先

予約は各店舗にて承ります。
(予約時に運転経歴証明書によるサービスの利用と、運
転経歴証明書所持者の氏名を伝えてください。)

HPアドレス

http://car.orix.co.jp/

鈴与レンタカー株式会社
(オリックスレンタカー)

対象者 本人を含む同乗者（１台限り）

株式会社東部

安心安全な４輪自転車【エアロクークルM2】購入時に、
運転経歴証明書提示で、送料無料かつ粗品の進呈
内容等
所在地等
（定価3,000円相当の自転車カバー又は専用のカゴカ
バー）
条件

運転経歴証明書の提示(FAX又は郵送でも可）

対象者 本人又はその家族

株式会社シンエンス
静岡営業所

・営業本部（愛知県春日井市中野町２丁目２－３）
・東京営業所

問合せ先

０５６８－３２－１７２５

HPアドレス

http://www.aero-tobu.com/cookle/index.html

内容等

電動車いす（電動カート）の新車購入時
13,700円～最大57,800円の値引

所在地等

・静岡営業所 ・大阪本社 ・関東支店 ・中部支店
・北東北営業所 ・南東北営業所 ・神奈川営業所
・京都営業所 ・兵庫営業所 ・福岡営業所

条件

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５３－４１１－３２３３
（FAX ０５３－４１１－３２３４）

HPアドレス

http://www.sinenth.co.jp http://www.genki-kobo.com

ＱＵＯカードプレゼント５００円分
（詳細は店舗へ問合せください）

所在地等

焼津市八楠１ー２８－１

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５４－６２６－８７７７
（FAX ０５４－６２６－８８８９）

HPアドレス

bull.wｂ.to

ＱＵＯカードプレゼント５００円分
（詳細は店舗へ問合せください）

所在地等

静岡市駿河区中村町１２２－１

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５４－２０３－５８７７

HPアドレス

ｈｔｔｐ：//bull.wｂ.to

対象者 本人のみ
内容等

株式会社ビーライズ
条件

対象者 本人のみ
内容等

車買取ブル
条件

対象者 本人のみ

内容等

UcarPAC株式会社

条件

自動車買取成立で最大１０，０００円相当のカタログギ
所在地等
フトをプレゼント
６５歳以上かつ運転経歴証明書を提示
（問合せ時にサポート事業の利用を申し立ててください）

対象者 本人及びその家族

東京都江戸川区中葛西３丁目３３－１１

問合せ先

０１２０－０２０－０３３

HPアドレス

ｈｔｔｐ：//uarpac.com/
ｈｔｔｐ：//ucarpac.com/lp/31
(運転免許自主返納申込みアドレス)

内容等

困った車買取り専門
ＪＵＮ'S

条件

軽自動車買取りの場合は３，０００円、普通車買取りの
所在地等
場合は５，０００円の商品券をプレゼント
運転経歴証明書を提示

対象者 本人のみ

問合せ先

０５４４－２２－０５５５

HPアドレス

ｈｔｔｐ：//www.juns.co.jp

①お車売却の方、お車購入の方に現金２万円プレゼン
ト
内容等
所在地等
②弊社で売却されたお車の自動車税還付・自賠責保
険解約他手続き全て無料

車買取本舗
条件

①②とも運転経歴証明書を提示
①について
○対象取引「お車の売却」の方
・運転経歴証明書のご本人様が対象となります。
・ご契約金額５万円以上が対象のお取引でご本人様
名義のお車に限ります。
・お車と必要書類のお引渡し後のお支払いとなりま
す。
問合せ先
・お支払いは、ご本人様の口座限定となります。
○対象取引「お車の購入」の方
・運転経歴証明書ご本人若しくは御紹介を受けた方
が対象となります。
・購入車両本体価格20万円以上のお取引が条件で
す。
・御紹介の場合、お支払いはご本人様若しくは紹介
者の口座となります。

対象者 本人のみ

富士宮市杉田７８１番地２１

HPアドレス

沼津市平町１８番１９号

０５５－９６３－１５００

http://www.kurumauriuri.com

内容等

全商品（電動車いす、電動３輪、４輪自転車）本体を購
所在地等
入された方には車体カバーをサービス

沼津営業所
静岡営業所
浜松営業所

購入に運転経歴証明書を提示

問合せ先

０５３－４８６－６８６８
（ﾌﾘｰｺｰﾙ０８００－０８０８－８８８）

HPアドレス

httpｓ://serio888.net/

株式会社セリオ
条件

対象者 本人のみ

内容等

スズキセニアカー購入時に指定された用品の中から２
所在地等
点を贈呈

スズキアリーナ
・しのはらプラザ ・袋井 ・有玉 ・助信柳通り
・浜松東 ・浜松 ・掛川 ・吉田
㈱スズキ自販浜松
・浜松西インター店 ・浜北店 ・磐田店 ・湖西店
・小笠店

契約時に運転経歴証明書を提示

問合せ先

０５３－４４９－２１１１

HPアドレス

http://www.sj-hamamatsu.jp/

株式会社スズキ自販浜松
条件

対象者 本人のみ

内容等

スズキセニアカー購入時に指定された用品の中から２
所在地等
点を贈呈

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ清水高橋・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ三島/Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ三島
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ富士宮東・Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ富士・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ焼津北/Ｕ’ｓＳ
ＴＡＴＩＯＮ焼津北・ｽｽﾞｷ自販静岡御殿場支店
ｽｽﾞｷ自販静岡藤枝営業所/Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ藤枝
ｽｽﾞｷ自販静岡下田営業所・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ富士たでわら
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ伊東/Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ伊東
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ静岡西・Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ静岡・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ沼津西
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ沼津黄瀬川・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ清水中央

運転経歴証明書を提示

問合せ先

０５４－２６１－６１０３

HPアドレス

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sｊ-shizuoka/

株式会社スズキ自販静岡
条件

対象者 本人のみ

有限会社コサイ自動車

・スズキセニアカー購入時に指定された用品の中から
２点を贈呈
内容等
所在地等
・新車をご成約された方に商品券5,000円分プレゼント
（詳細は店舗へ問合せください）
条件

成約前に運転経歴証明書を提示

問合せ先

湖西市新所３６９１

０５３－５７８－２６３９

対象者 本人又は運転経歴証明書所持者から紹介を受けた方 HPアドレス

アリーナ湖西

・セニアカー購入時、オプションサービス券プレゼント
内容等 ・新車購入者を紹介すると、購入者へオプションサービ 所在地等
ス券プレゼント
条件

運転経歴証明書を提示

問合せ先

対象者 本人又は運転経歴証明書所持者から紹介を受けた方 HPアドレス

・アリーナ湖西
・株式会社ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ湖西 北工場
・アリーナ中原(愛知県豊橋市)
０５３－５７３－２１１１
http://s22221022.suzuki-dealers.jp/

所在地等

・浜松営業所
・遠州営業所
・豊川営業所

問合せ先

０５３－４８２－３９３９

HPアドレス

http://www.eco-kaigo.com

・電動カート購入の方に15,000円相当の付属品をサービス

有限会社エコワークス

内容等 ・シルバーカー購入15％割引
・補聴器購入５％割引
条件

購入の契約時に運転経歴証明書を提示

対象者 本人のみ

有限会社ショップフジタ

内容等 ・スズキセニアカー購入時に指定された用品の中から
２点を贈呈
所在地等
・電動自転車を購入したお客様に2,000円分（税込）の
オプションをプレゼント
条件

エルイマイ株式会社

問合せ先

０５３－５９２－０５４０（FAX ０５３－４０１－６０３２）

対象者 本人のみ

HPアドレス

www.shopfujita.jp

・電動カート特別価格にて販売
・家電お困りごと出張サービス初回無料
内容等
・補聴器電池交換無料 ・消耗品お届けサービス
・リフォーム工事５％割引

所在地等

三島市富田町３番６号

問合せ先

０５５－９７５－０３０２

HPアドレス

https://ellimai.co.jp

条件

運転経歴証明書を提示

・浜松市西区舞阪町舞阪２０３８－１

運転経歴証明書を提示

対象者 本人のみ

内容等

「ＰＡＳ ＳＩＯＮ－Ｕ/Ｖ」または「ＰＡＳ ワゴン」をご購入したお客様に2,000円（税込）分のオプションをプレゼント

条件

５５歳以上かつ運転経歴証明書の提示

対象者

本人のみ

地区

東部

ヤマハ発動機販売株式会社
中部営業所

中部

店舗名

電話番号

住所

山田輪店

0544-27-6307 富士宮市淀川町１８－７

(有)サイクルセブン

0545-51-9722 富士市伝法２０２１－３

富岡輪店

055-949-1139 伊豆の国市四日町２８６

YOUSHOP鈴木

055-986-1450 駿東郡長泉町下土狩１１２９－３

杉山輪店

054-253-3547 静岡市葵区本通西町２３－１

山下商会

054-252-0848 静岡市葵区茶町二丁目６番地

サイクルプラザ ナカガワ

054-262-0315 静岡市葵区瀬名川１－２４－６

左口自転車店

054-252-7447 静岡市葵区三番町８番地の２

藁科小型

054-279-0046 静岡市葵区大原１２９７の１

松下自転車店

054-285-2349 静岡市駿河区馬渕２－１５－１３

(有)タキイ輪店

054-259-8348 静岡市駿河区丸子三丁目６－７

BIKESHOP GANBA

054-365-0852 静岡市清水区下野中６－１０

マスイサイクル

0547-37-3388 島田市本通１－２９０４

YOUSHOPタタラ

0547-38-0101 島田市中河７６５－２

大石サイクル

0547-45-2652 島田市竹下４８６－３

塩沢輪業

054-628-6487 焼津市駅北三丁目８番１１号

勝山輪店

054-667-0126 藤枝市岡部町内谷１７８

小川サイクル

054-641-0543 藤枝市藤枝４－２－４

ヤマハ発動機販売株式会社
中部営業所

西部

内容等

株式会社 協栄製作所

条件

プレステージ

053-461-4410 浜松市中区早出町１２００－１６

㈱川島モータース

053-471-2543 浜松市中区城北一丁目１０番８号

松野輪業

053-461-7762 浜松市中区領家三丁目２２－１

ナカノサイクル

053-472-1431 浜松市中区富塚町１８８３－１

ミソノイサイクル

053-454-7108 浜松市中区鍛冶町３２０－２７

上野サイクル

053-434-0868 浜松市東区西ヶ崎町７０７番地

(有)丸亀自動車販売 新橋店

053-447-0366 浜松市南区新橋町１７８３

㈱古橋商会

053-453-5985 浜松市中区高町２００－１

田中モータース

053-487-0836 浜松市西区庄内町８２８－４

YSP磐田

0538-32-7504 磐田市富士見町５０８

鈴由自転車

0538-32-2782 磐田市見付２４２２－１

YSP袋井

0538-43-4646 袋井市国本２１０４－１

(有)海野商会

0538-42-2428 袋井市袋井３７４

荻原サイクル

0538-23-2597 袋井市浅羽２２７７－１

(有)フジノ商会

053-578-2776 湖西市岡崎２２５４－１４

『電動アシスト付き四輪自転車 けんきゃくん』を購入さ
所在地等
れた方に自転車カバーを進呈。（定価6,000円相当）

浜松市南区金折町1417-10

試乗体験の際に運転経歴証明書の提示
（購入前に試乗をお願いしています）
※お問合せの際に『免許返納サポート』とお伝えくださ
い。

問合せ先

０５３－４２５－２５１３

HPアドレス

https://kyoei-seisaku.co.jp/kenkyakun/

所在地等

静岡市葵区鷹匠一丁目１番１号
新静岡セノバ５階

対象者 本人のみ
内容等

朝日テレビカルチャー
静岡スクール

条件

・入会金（3,240円）無料
・受講ギフト券2,000円分（500円×4枚）進呈

・静岡中央警察署免許窓口で運転免許を自主返納した者
・運転経歴証明書を受付に提示(ギフト券交付は１回の
問合せ先
み）

対象者 本人のみ

HPアドレス

０５４－２５１－４１４１
www.satv-c.co.jp

内容等

SBS学苑

イオンリテール株式会社
東海長野カンパニー

割烹沼津ぼんどーる

条件

HPアドレス

www.sbsgakuen

お買物即日配達便利用料金優遇
内容等 (詳しくは各店サービスカウンターへお問合せくださ
い。)

所在地等

・イオン浜松市野店 ・イオン浜松志都呂店
・イオン浜松西店 ・イオン焼津店 ・イオン清水店
・イオンスタイル富士宮店

条件

即日配達便の申し込み時に運転経歴証明書を提示

問合せ先

各店までお問合せください。

対象者 本人のみ

HPアドレス

内容等 食事代を１０％割引（飲み物代は除く）

所在地等

沼津市大岡２８７０番地の２

運転経歴証明書の提示
他サービスとの併用は不可

問合せ先

０５５－９２５－２５１１

本人及びその同行者（人数制限なし）
※旅行業者は対象外

HPアドレス

http://www.bondool.com

条件

スガキヤレギュラー店舗で提供している｢スガキヤまる
内容等 ごとミニセット」を通常価格590円から90円値引の500円 所在地等
で提供

条件

宝亭

０５４－２５３－１２２１
所在地
問合せ先等 静岡市駿河区登呂３－１－１ 静岡校
・静岡中央警察署免許窓口で運転免許を自主返納した者
・運転経歴証明書を受付に提示
０５４－２８２－１１９１

対象者 本人のみ

対象者

スガキコシステムズ株式会社

静岡市葵区黒金町４９ パルシェ校

・入会金無料
・受講ギフト券2,000円分（1,000円×２枚）進呈

・ 浜松西イオン店 ・ 浜松志都呂イオンモール店
・ サンストリート浜北店 ・ 浜北プレ葉ウォーク店
･ 浜松MEGAドン・キホーテ店
・ 浜松雄踏カインズ店 ・ ザザシティ浜松店
・ イオンモール富士宮店 ・ 島田アピタ店
・ 富士南イオン店 ・ 富士吉原アピタ店
・ 掛川アピタ店 ・ 袋井パティオ店
・ 大仁アピタ店 ・ バロー北寺島店
・ 清水天王エスポット店

問合せ先

各店までお問合せください。

対象者 本人のみ

HPアドレス

http://www.sugakico.co.jp

内容等 ソフトドリンクサービス

所在地等

熱海市銀座町５番１０号

問合せ先

０５５７－８２－３１１１

HPアドレス

http://www.takaratei.co.jp

条件

運転経歴証明書の提示

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者２人まで

内容等 食事代を５％割引(飲み物代含む)

鉄板やきゑびす屋

所在地等

熱海市中央町１２番５号

運転経歴証明書の提示
他サービスとの併用は不可

問合せ先

０５５７－８５－４１５８

本人及びその同行者（人数制限なし）
※旅行業者は対象外

HPアドレス

http://atami-ebisuya.jp/

ドリンクを１杯サービス
内容等 ※対象ドリンク：コーヒー（アイス・ホット）、ウーロン茶
オレンジジュース、アイスカフェオレ

所在地等

藤枝市青木２－９－２２

運転経歴証明書の提示
店内ご飲食時に限る。（テイクアウト及び宅配弁当へ
のサービスは不可）

問合せ先

０５４－６４７－１９００

HPアドレス

https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/1834

①（昼営業）飲食代から50円引き
②（夜営業）ドリンク１杯サービス

所在地等

湖西市新居町新居３４３７－１０

運転経歴証明書の提示
※昼営業 午前１１時３０分から午後２時３０分まで
※夜営業 午後５時３０分から午後１１時まで

問合せ先

０５３－５９４－０４２７

条件
対象者

カレーハウスCoCo壱番屋
藤枝国一店

条件

対象者 本人及びその同行者（人数制限なし）
内容等

はづき

かに伝

割烹 紅葉

条件

対象者 本人及び同行者（本人を含めて４人まで）

HPアドレス

内容等 かまめし１０％ＯＦＦ

所在地等

湖西市新居町内山１９２５の９

問合せ先

０５３－５９４－７０４０

条件

運転経歴証明書の提示
電話予約での出前と店内飲食のみ

対象者 本人及びその同行者（本人を含めて４人まで）

HPアドレス

内容等 合計金額より３００円割引

所在地等

湖西市新居町新居１２７１

問合せ先

０５３－５９４－８５２２

HPアドレス

http://www.momiji.ikidane.com

条件

運転経歴証明書の提示
法事利用の場合は除外

対象者 本人のみ

内容等 合計金額より５００円割引

味楽酒房 豊千

条件

運転経歴証明書の提示
ランチ、法事は対象外

対象者 本人のみ

所在地等

湖西市新居町新居１２２４

問合せ先

０５３－５９４－３１４０

HPアドレス
所在地等

ステーキのあさくま
鹿谷ガーデン店・三方原店・袋井店・磐田店・浜松本郷
店・浜松インター店・浜松船越店・富士店・宮竹店・藤枝
店・富士吉原店・函南店

問合せ先

各店までお問い合わせください。

対象者 本人及びその同行者（本人を含めて６人まで）

HPアドレス

http://www.asakuma.co.jp

内容等 店内にて販売ソフトクリームをサービス

所在地等

浜松市西区古人見町３１７６番地の３

問合せ先

０５３－４８５－１０８５

内容等 飲食代３０％割引

株式会社あさくま
条件

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示

お食事処 通友
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

HPアドレス

指定のバリューセット、ハッピーセットの割引
（ビッグマックセット、チキンフィレオセット、ベーコンレタ
内容等
スバーガーセット、えびフィレオセットを５８０円、チーズ
バーガーハッピーセットを３９０円で提供）

運転経歴証明書の提示

日本マクドナルド株式会社
条件

・店内カウンターのみ注文可能です。
・バリューセットは朝マック販売店舗では10:30以降利
用可能。
・バリューセットはマックフライポテト[Ｍ]＋ドリンク[Ｍ]と
なります。
・ハッピーセットのサイドメニューはマックフライポテト
[Ｓ]となります。
・朝マック時間帯のハッピーセットは、チーズバーガー
の変わりにチキンマックナゲットをご提供します。
・購入セット数に制限はありません。

所在地等

対象者 本人及びその家族

内容等

静岡県内マクドナルド全店舗
下田駅前店 イオンタウン稲取店 大仁店 大仁アピタ
店 三島日清プラザ店 函南店 函南間宮マックスバ
リュ店 川奈店 １３５伊東店 熱海駅前店 沼津イン
ター店 沼津学園通り店 黄瀬川店 香貫店 １号線沼
津店 沼津原店 沼津駅北口店 沼津コープ店 ２４６長
泉店 裾野ベルシティ店 ２４６御殿場店 御殿場プレミ
アムアウトレット店 御殿場インター店 足柄サービスエ
リア店 富士市役所通り店 富士厚原店 １号線富士店
富士ラウンドワン店 富士宮店 イオンモール富士宮店
富士宮宮原店 イオン蒲原店 草薙店 イオン清水店
南幹線清水店 清水店 エスパルスドリームプラザ店
清水ベイドリーム店 静岡安倍街道店 静岡北街道店
静岡呉服町店 静岡駅アスティ店 ＭＡＲＫＩＳ静岡店 静
岡ＳＢＳ通り店 静岡池田店 １号線丸子店 静岡アピタ
店 静岡下川原店 藤枝店 藤枝岡出山店 焼津イン
ター店 １５０大井川店 焼津店 イオン焼津店 島田ア
ピタ店 吉田インター店 榛原店 浜岡店 菊川ゼネラル
石油ＳＳ店 イオンタウン大須賀店 掛川店 掛川バロー
店 掛川Ｓプラザ店 袋井インター店 イオン袋井店 磐
田バロー店 １号線磐田店 豊田マックスバリュ店 浜北
サンストリート店 プレ葉ウォーク浜北店 浜北店 浜松
高塚町店 浜松貴平店 浜松有玉南店 イオンモール浜
松市野店 浜松都盛町店 浜松長鶴町店 浜松茄子町
店 浜松駅メイワン店 ２５７森田町店 新浜松駅前店
浜松高林店 ２５７小豆餅店 浜松入野店 浜松西イン
ター店 イオンモール浜松志都呂店 都田カインズホー
ム店 浜松三方原店 湖西店

利用料金割引(2時間510円のところ300円)
※対象は営業日全日

所在地等

焼津市鰯ヶ島１３６番地の２６

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５４－６２１－０２００

HPアドレス

aquas.blueearth.co.jp

アクアスやいづ
条件

対象者 本人のみ

内容等 商品購入でポイント３倍贈呈

所在地等

・相良店
・浜岡店
・菊川店
・愛野店

問合せ先

０５４８－５２－２９８８

HPアドレス

http://www.luckgroup.co.jp/

株式会社スーパーラック
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

多賀商業組合シール会
(加盟店)

内容等

条件

1,000円以上の商品購入で多賀シールを通常発行数よ
所在地等
り５～10枚加算発行

運転経歴証明書の提示

問合せ先

対象者 本人のみ

HPアドレス

・丸高産業(有) ・江川米店 ・飯塚クリーニング店
・野中精肉店 ・八木酒店 ・サトウ家具(株)
・菓子の木多賀店 ・大山屋 ・モンマート伊豆弥
・山田屋酒店 ・双葉薬店 ・虎与志商店
・中島魚店 ・コシバ肉店
各店までお問い合わせください。

内容等
各店までお問い合わせください。

条件
対象者

富士川マイカード会

店舗名
所在地等

内容等

さくら屋

IZU・WORLD
みんなのHawaiians

条件

天野鮮魚
コスメ＆エステきりや
浪花軒

電話番号

住所

0545-81-0306 富士市中之郷８５１－１
0545-81-0140 富士市中之郷８１４－１０
0545-81-1067 富士市中之郷６９７

1,000円以上お買い上げの方にお菓子１個プレゼント
(店指定のお菓子)

所在地等

菊川市半済３１２７

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５３７－３５－２３０７

対象者 本人のみ

HPアドレス

内容等 バイキング代金１０％割引(ランチ・ディナー共通)

所在地等

伊豆の国市田京１９５番地の２

問合せ先

０５５８－７６－３３５５

HPアドレス

http://www.izu-hawaiians.com/

条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者

ランチバイキング料金 ５％割引
内容等 (基本料理代からの割引に限る。)
(他の割引制度との併用不可)

所在地等

西区舘山寺町1891

問合せ先

０５３－４８７－１１１１

HPアドレス

https://wellseason.jp/

ホテルウェルシーズン浜名湖
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者(同行者を含む人数制限５人まで)

ホテル九重

昼食料金 ５％割引
※対象店舗「汽水亭」「曳馬野」
内容等
所在地等
(基本料理代からの割引に限る。他の割引制度との併
用不可)
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者(同行者を含む人数制限５人まで)

ホテルコンコルド浜松

０５３－４８７－１１１２

HPアドレス

https://hamanako-kokonoe.jp/

中区元城町１０９－１８

問合せ先

０５３－４８７－０９９０

対象者 本人及び同行者(同行者を含む人数制限５人まで)

HPアドレス

https://www.concorde.co.jp/

内容等 入浴、ショッピングプラザ １０％ＯＦＦ

所在地等

西区雄踏町山崎４３９６－１

問合せ先

０５３－５９２－２２２２

対象者 本人及び同行者(同行者を含む人数制限２人まで)

HPアドレス

www.daiwaresort.jp/hamanako/

内容等 入館料(一般大人)860円から200円割引

所在地等

伊豆市青羽根１８８番地

問合せ先

０５５８－８７－１１９２

HPアドレス

http://www.yunokuni-izu.com/

THE HAMANAKO
条件

立ち寄り天然温泉
湯の国会館

問合せ先

昼食・夕食料金 ５％割引
※対象店舗「シャンゼリゼ」「堂満」
内容等
所在地等
(基本料理代からの割引に限る。他の割引制度との併
用不可)
条件

西区舘山寺町2178

条件

運転経歴証明書の提示

運転経歴証明書の提示
※他のサービスとの併用は不可

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者４人まで

①入園料無料
②ノベルティプレゼント
内容等
③売店８％割引(一部商品を除く)
④ドリンクサービス（うぐいす亭を除く）

所在地等

御殿場市東田中１５０７－７

問合せ先

０５５０－８２－５１２９

HPアドレス

http://www.chichibunomiya.jp/

利用料(入館料)を５０％割引
(３時間500円のところ250円)

所在地等

御殿場市深沢２１６０－１

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５５０－８３－３３０３

対象者 本人のみ

HPアドレス

http://gotemba-onsen.jp/

入館料を割引
内容等 平日
１日券３００円・夜間券２００円割引
土日祝 １日券５００円・夜間券２００円割引

所在地等

御殿場市神山７１９

問合せ先

０５５０－８７－５１２６

HPアドレス

http://www.tokinosumika.com

秩父宮記念公園
条件

運転経歴証明書の提示(提示方法は以下のとおり)
・上記①②は、受付・案内所で提示
・上記③④は、管理棟内売店で提示

対象者 本人のみ
内容等

御殿場市温泉会館
条件

天然温泉 気楽坊

条件

６０歳以上かつ運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

清水西里温泉浴場
やませみの湯

浜名湖かんざんじ温泉
華咲の湯

入浴無料券１枚＋生ビール１杯（アルコールが苦手な
内容等 方はわさびコロッケ２個）＋ポイントカードに５Pサービ 所在地等
ス
条件

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示、１回限り

清水区西里１４４９

問合せ先

０５４－３４３－１１２６

対象者 本人のみ

HPアドレス

http://www.yours-net.jp

日帰り入浴料金(税込)大人1,100円
内容等 レイト(17:00以降入場)は、690円
(年末年始、ＧＷ及びお盆期間等の特殊日は除外)

所在地等

西区舘山寺町1891

条件 運転経歴証明書の提示
対象者 本人のみ

問合せ先
HPアドレス

０５３－４８７－０００１
https://hanasakinoyu.jp/

内容等

宿泊料金５％割引
日帰り入浴半額（１，１００円→５５０円）

所在地等

浜松市西区舘山寺町３９８

問合せ先
HPアドレス

０５３－４８７－０５３１
www.kikusuitei.co.jp

所在地等

浜松市西区舘山寺町２２６８

問合せ先
HPアドレス

０５３－４８７－０２０４
http://www2.wbs.ne.jp/^fujiya-r/

所在地等

浜松市西区舘山寺町４１２

問合せ先
HPアドレス

０５３－４８７－０２０８
http://www.kaikatei.com

所在地等

浜松市西区舘山寺町3302

問合せ先

０５３－４８７－０７１１

対象者 同行者を含む５人まで
日帰り温泉１００円引き
内容等 【※利用時間11:00～14:00の間のご利用になります。

HPアドレス

http://www.３５３５．co.jp/royal/

所在地等

浜松市西区舘山寺町2227

条件 なし
対象者 本人のみ

問合せ先
HPアドレス

０５３－４８７－０６１１
http://www.sansuikankinryu.com/

入浴料を割引
内容等 平 日：１日券３００円・夜間券２００円引き
土日祝：１日券４００円・夜間券２００円引き

所在地等

富士宮市ひばりが丘８０５

条件 ６０歳以上かつ運転経歴証明書の提示
対象者 本人のみ

問合せ先
HPアドレス

０５４４－２８－１１２６
http://www.tokinosumika.com/hananoyu/relaxation/

ﾎﾃﾙ鞠水亭

条件 運転経歴証明書の提示（他のサービスと重複不可）
対象者 本人及び同行者４人まで
内容等

旅館 ふじや

時わすれ開華亭

舘山寺サゴーロイヤルホテ
ル

条件 予約時に申し出
対象者 無制限
日帰り入浴 大人通常＠１，１００円 → １，０００円
小人通常＠ ６５０円 →
６００円
内容等
（※ご利用可能時間等は現地まで問い合わせくださ
い。）
条件 運転経歴証明書の提示
対象者 同行者を含む５人まで（※小人含む）
日帰り入浴 大人通常＠１，１００円 → １，０００円
小人通常＠
５００円 →
４５０円
内容等
【※利用時間11:00～17:00（最終入場16:00）】
清掃等で利用できない日がありますので、来館前に問い合わせください。

条件

山水館欣龍

富嶽温泉 花の湯

２名様につき１本瓶ビールをサービス
（ソフトドリンク２本に変更可能）

運転経歴証明書の提示

メンテナンス等がある場合がありますので、お問い合わせの上ご利用くださ
い。

内容等 入館料１００円引き

所在地等

静岡県熱海市和田浜南町１０－１

条件 ６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示
対象者 本人のみ

問合せ先
HPアドレス

０５５７－８２－０１２３
atamibayresort.com/fuua/

日帰り入浴
内容等 大人通常2,000円を1,500円
小人通常1,000円を500円

所在地等

熱海市田原本町２－１９

条件 運転経歴証明書の提示
対象者 本人を含む同行者５人まで

問合せ先
HPアドレス

０５５７－８１－５１８１
http://www.atami-juraku.co.jp

オーシャンスパｆｕｕａ（フーア）

月の栖熱海聚楽ホテル

内容等

貸切露天風呂の日帰り入浴（一般大人）１，５００円か
所在地等
ら５００円割引
※要・電話予約制

熱海市水口町１１－３２

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５５７－８１－６２８８

HPアドレス

https://hpdsp.jp/ohkawa/

湯之宿 おお川
条件

対象者 本人を含む同行者２人まで
内容等

かんぽの宿 熱海
条件

①１泊２食付プラン５００円割引
所在地等
②日帰り入浴大人通常１，５００円を１，０００円に割引

熱海市水口町２－１２－３

運転経歴証明書の提示
①１泊２食付プランのみ（除外日あり）※要問合せ
②別館のみ対象

問合せ先

０５５７－８３－６１１１

HPアドレス

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/atami/

日帰り入浴、入浴場１，２００円
バスタオルレンタルサービス

所在地等

熱海市春日町１－２

６０歳以上かつ運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５５７－８１－３６５１

HPアドレス

http://www.yuyado-ichibanchi.jp

対象者 本人を含む同行者４人まで
内容等

熱海温泉 湯宿一番地

条件

対象者 本人を含む同行者２人まで

内容等 ご飲食代５％引き

所在地等

浜松市西区舘山寺町２２５２－１

問合せ先

０５３－４８７－０１５３

対象者 無制限

HPアドレス

unagi shibuki@icloud.com

内容等 乗船料１０％割引

所在地等

浜松市西区舘山寺町２２２６－１

問合せ先

０５３－４８７－０２２８

対象者 同行者を含む５人まで

HPアドレス

www.hamanako-yuransen.com/

内容等 会計時５％引き（現金のみ）

所在地等

浜松市西区舘山寺町２２２１－１

うなぎ専門の店 志ぶき
条件

運転経歴証明書の提示

浜名湖遊覧船株式会社
条件

運転経歴証明書の提示

うなぎ食事処 浜乃木
条件

富士急ハイランド

運転経歴証明書の提示（入店時に店員に申し立てください） 問合せ先

０５３－４８７－００１０

対象者 同行者を含む１０人まで

HPアドレス

hamanoki.com

内容等 入園料金・フリーパス料金を割引

所在地等

山梨県富士吉田市新西原５－６－１

問合せ先

０５５５－２３－２１１１

HPアドレス

http://www.fujiq.jp

条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者４人まで

入園料金100円割引
(他の割引制度との併用不可)

所在地等

西区舘山寺町1891

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５３－４８７－２１２１

対象者 本人及び同行者（同行者を含む５人まで）

HPアドレス

https://pal2.co.jp/

選べるお手入れ
内容等 (無料メイク・肌診断・フェイシャルマッサージ・ハンド
マッサージ)

所在地等

・静岡南店 ・島田東店ＶiＶi（営）
・島田西店(香ショップ)

内容等

浜名湖パルパル

条件

ポーラザビューティー

条件

・運転経歴証明書の提示
・電話にて事前予約

対象者 本人及び同行者２人まで
らくらく宅配サービス
内容等

株式会社エンチョー

株式会社春田眼鏡店

条件

・運転経歴証明書の提示（要事前登録）
※１回のお買い上げ金額５，０００円以上（税込）

問合せ先

各店までお問い合わせください。

HPアドレス

所在地等

・ジャンボエンチョー富士店 ・ジャンボエンチョー沼津店 ・ジャ
ンボエンチョー静岡店 ・ジャンボエンチョー掛川店 ・ジャンボ
エンチョー清水店 ・ジャンボエチョー富士西店 ・ジャンボエン
チョー富士宮店 ・ジャンボエンチョー浜松店 ・ジャンボエン
チョー浜松南店 ・ジャンボエンチョー菊川店 ・ジャンボエン
チョー湖西店 ・ジャンボエンチョー藤枝店 ・ジャンボエンチョー
御殿場店 ・ジャンボエンチョー磐田店 ・ジャンボエンチョー清
水鳥坂店 ・ジャンボエンチョー下川原店 ・ジャンボエンチョー
きらりタウン浜北店 ・ジャンボエンチョー島田店 ・ホームアシ
スト
・ホームアシスト清水駒越店

対象者 本人のみ

ＨＰアドレス

https://www.encho.co.jp/

メンテナンス無料サービス
・フレームクリーニング
内容等
・フレーム調整
・鼻パット交換（特殊パットを除く）

所在地等

メガネの春田
・清水銀座店 ・静岡呉服町店
・静岡駅前店 ・清水駅前店

問合せ先

０５４－３６６－０５８２

HPアドレス

http://www.haruta.com

条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

時計・メガネ・宝石・補聴器
ニノミヤ

・メガネ割引価格よりさらに５％割引
内容等 ・補聴器購入５％割引
・腕時計電池交換１０％割引
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ
内容等

リオネットセンター

所在地等

裾野市佐野８０７－１

問合せ先

０５５－９９２－０４４０

HPアドレス

補聴器本体価格１０％割引
所在地等

・リオネットセンター静岡
・リオネットセンター三島

問合せ先

各店までお問い合わせください。

対象者 本人のみ

HPアドレス

http://tokai-rion.co.jp/

内容等 腕時計電池交換 ７００円

所在地等

裾野市平松４４３－２

問合せ先

０５５－９９２－５７６６

HPアドレス

s-sugiyama.com

条件

・運転経歴証明書の提示
・１回限り(修理・部品・電池は除く)

宝石・時計 スギヤマ
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

フレーム・レンズご奉仕価格よりさらに１０％ＯＦＦ
内容等

所在地等

裾野市平松４８６－９

問合せ先

０５５－９９３－５７６６

トラベルレンズペーパー進呈

メガネ・補聴器 スギヤマ
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

HPアドレス

内容等 眼鏡１０％割引、補聴器５％割引

所在地等

・イオンモール富士宮・イオン清水店
・イオン浜松西店・イオンモール浜松市野

問合せ先

各店までお問い合わせください。

HPアドレス

http://www.aigan.co.jp/

メガネ サングラス コンタクトレンズ 補聴器
１５％ＯＦＦ(特価品除外)

所在地等

・函南店 ・熱函函南 ・三島広小路 ・沼津下香貫
・沼津香貫 ・浜松鍛冶町 ・浜松高丘 ・浜松西伊場
・浜松初生 ・ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ都田ﾃｸﾉ ・御殿場 ・蒲原
・ＤＯＣＫｂｙﾒｶﾞﾈｽｰﾊﾟｰ静岡ﾏﾙｲ ・草薙 ・静岡曲金
・浜松参野 ・掛川ｱﾋﾟﾀ前 ・袋井 ・磐田今之浦

運転経歴証明書の提示

問合せ先

各店までお問い合わせください。

対象者 本人及び同行者

HPアドレス

https://www.meganesuper.co.jp

メガネ２０％ＯＦＦ
内容等 ※一部除外商品あり
※他の割引券との併用不可

所在地等

静岡市清水区銀座１０－１３

問合せ先

０５４－３６６－３６０８

メガネの愛眼
条件

６５歳以上かつ運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

内容等

メガネスーパー
条件

メガネのヒキノ

条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

HPアドレス

内容等

眼鏡・補聴器５％OFF （修理・備品は除く）
電動カート御自宅での試乗を承ります

所在地等

①熱海店 熱海市中央町１９－３９ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ熱海２F
②函南店 田方郡函南町仁田７４－１
③原町店 沼津市大塚１１３３－１

運転経歴証明書の提示

問合せ先

①熱海店 ０５５７－８６－２０７２
②函南店 ０５５－９７９－１８０７
③原町店 ０５５－９６７－６９６７

HPアドレス

http://www.wink-eyewear.jp

所在地等

・静岡駅南支店 ・静岡流通通り支店
・沼津香貫通り支店 ・富士宮支店 ・藤枝店
・藤枝駅前店 ・磐田店 ・掛川塩町店
・浜北店 ・富士本店 ・浜松初生店
・清水草薙店 ・富士錦店 ・富士宮阿幸地店
・静岡浅間通り店 ・浜松中島店 ・大仁店
・掛川店 ・沼津リコー通り本店 ・三島店
・静岡東新田店 ・焼津店 ・イオン清水店
・浜松東若林店 ・浜松有玉店 ・島田宝来店
・静岡ＳＢＳ通り店 ・榛原店 ・浜松市野店
・清水梅が岡店 ・清水駅前店 ・静岡富士見台店
・磐田上岡田店 ・浜北大橋通り店 ・沼津大岡店
・静岡本店 ・浜松志都呂店 ・沼津原店
・浜松曳馬店 ・菊川店 ・裾野店
・イオンタウン富士南店 ・袋井川井店
・浜松参野店 ・伊東店 ・藤枝田沼通り店
・浜松蜆塚店 ・御殿場店 ・下田とうきゅう店
・熱海店 ・湖西店 ・ららぽーと沼津店 ・浜松柳通り店

問合せ先

各店までお問い合わせください。

HPアドレス

https://www.meganeichiba.jp/

メガネのウインク
条件

対象者 本人のみ

眼鏡市場

メガネ・サングラス・補聴器 店頭価格より５％割引
内容等 （備品は除く、他割引との併用不可）
メガネの無料洗浄・調整サービス

条件

購入時に運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ
内容等

和真メガネ

条件

メガネ一式、レンズ、サングラス、補聴器・・・店頭価格
所在地等
から５％割引（他割引との併用不可）

静岡パルシェ店・マークイズ静岡店・浜松店

運転経歴証明書の提示

問合せ先

各店までお問い合わせください。

HPアドレス

shizuoka@washin-optical.jp

対象者 同行者を含む２人まで

振袖セット価格 ５％OFF
着物(訪問着、留袖、小紋、紬、大島) １０％OFF
内容等
小物 ５％OFF
※ただし、お仕立て代、加工代は対象外

所在地等

京都もなみ
・函南本店 ・サントムーン柿田川店
・沼津駅前イーラde店

問合せ先

０５５－９７８－５９９１

対象者 本人及び同行者

HPアドレス

http://kyotomonami.web.fc2.com/

内容等 お買い上げのお客様に粗品を進呈

所在地等

静岡市駿河区池田１３０の３

問合せ先

０５４－２８１－８４６８

HPアドレス

https://oudanbag.com/

京都もなみ
条件

横断バッグのミヤハラ
（株式会社 宮原商店）

条件

運転経歴証明書の提示

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

株式会社 ハウマッチ

金券屋ハウマッチ

金券屋ハウマッチ

金券買取１％ＵＰ

静岡駅南口店

054-282-4443

静岡駅北口店

054-251-6885

葵タワー地下店

054-272-0087

インターネットルームＨＩＴＯＴＯＫＩ

インターネットルームＨＩＴＯＴＯＫＩ

ブース利用代金１０％オフ

静岡駅南口店

ハウマッチライフ

ハウマッチライフ

店舗
買取１０％ＵＰ
内容等
販売５％オフ
シニアデー（毎月１４，１５，１６日）配達無料
※指定配達対象品と配達区域内に限る

条件

所在地等
問合せ先

054-654-5452

静岡産業館西通り店

054-654-5570

清水高橋店

054-371-5812

静岡流通通り店

054-263-1990

ブックオフ

ブックオフ

買取金額 ２０％ＵＰ

清水岡町店

054-355-0572

本・ＣＤ・ＤＶＤの販売 １０％ＯＦＦ

静岡馬渕店

054-288-0104

静岡駅南口店

054-654-5452

ブックオフ以外：運転経歴証明書提示 ブックオフ：６５歳以上且つ運転経歴証明書の提示（その他の割引やセールとの併用不可）

対象者 本人のみ

HPアドレス

https://howmuch.co.jp/

内容等

条件

水道修理、トイレのつまり除去などの作業料金を
１０％OFF

所在地等

運転経歴証明書の提示
専用フリーダイヤル０１２０－５８３－５８７（２４時間受
付）にお申込み時にコールセンターのオペレーターへ、 問合せ先
優待利用の旨申告していただくか、見積りまでにサー
ビススタッフへお申し出ください。

・静岡支店 静岡市駿河区向敷地２丁目９－７
・沼津支社 三島市柳郷地１０－４

０１２０－５８３－５８７

クラシアン静岡支社

セコム株式会社

対象者 本人及び同居家族

HPアドレス

https://www.qracian.co.jp

内容等 ココセコム加入料金1,000円（税別）割引

所在地等

北海道札幌市中央区北二条西一丁目１－７
ORE札幌ビル８F

問合せ先

０１２０－８５５７５６

HPアドレス

http://www.855756.com/

条件

加入時に運転経歴証明書の番号を申請
（申請方法はお問合せください。）

対象者 本人１契約のみ

内容等 介護用品の割引（２割引）

介護ショップ“ケア・フリー”

条件

運転経歴証明書の提示

対象者 同行者を含む３人まで

所在地等

静岡市葵区沓谷５丁目２－１

問合せ先

０５４－２６７－７７７０

HPアドレス

www.care-free.co.jp

内容等

イズモ葬祭

条件

生花・籠盛・花環１０％割引
（他部署含む当社施行に限る）

所在地等

・イズモホール磐田 ・イズモホール中泉
・イズモホール福田 ・イズモホール浜松東
・イズモホール笠井 ・イズモホール篠原
・イズモホール雄踏 ・イズモホール浜松南
・イズモホール東三方 ・イズモホール引佐
・イズモホール浜北 ・イズモホール浜北赤佐
・イズモホール有玉（2019年１月オープン）

運転経歴証明書の提示

問合せ先

各店までお問い合わせください。

HPアドレス

http://www.izumo-sosai.jp/east/

遺言作成のご相談を無料で承る
依頼時の事務手数料を１万円割引

所在地等

・銀座事務所・横浜事務所・立川事務所・浜松事務所

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０１２０－９０５－９５９

HPアドレス

ｈｔｔｐｓ://ace-law.or.jp/

対象者 購入者本人のみ

内容等

弁護士法人エース

条件

対象者 同行者を含む３人まで人まで

住宅展示場を見学の際、運転経歴証明書をご提示の
内容等 上、アンケートに答えていただくと、1,000円分のクオ
所在地等
セキスイハイム東海株式会社

カードをプレゼント。(後日、本社より郵送)

ご家族一回限りとし、過去にクオカードのプレゼントを
受けた家族がいる場合を除く。
対象者 本人のみ
条件

・湖西店 ・雄踏店 ・鴨江店 ・浜北パルフェ展示場
・浜北ドマーニ展示場 ・浜松デシオ展示場
・浜松ドマーニ展示場 ・浜松ツーユー展示場
・浜松平屋展示場 ・袋井展示場 ・磐田店
・掛川展示場 ・掛川ツーユー展示場 ・菊川店
・榛南展示場 ・榛南ツーユー展示場 ・焼津店
・藤枝パルフェ展示場 ・藤枝ドマーニ展示場
・静岡ドマーニ展示場 ・静岡デシオ展示場
・静岡ツーユー展示場 ・上足洗店
・清水パルフェ展示場 ・清水デシオ展示場
・富士宮店 ・富士パルフェ展示場
・富士ドマーニ展示場 ・富士BJ展示場
・富士ツーユー展示場 ・沼津店
・御殿場ドマーニ展示場 ・三島ドマーニ展示場
・三島デシオ展示場 ・三島ツーユー展示場
・三島パルフェ店 ・伊東店

問合せ先

各店までお問い合わせください。

HPアドレス

http://www.816t.jp/

所在地等

・富士岡支店 ・神山支店 ・竈支店 ・原里支店
・印野支店 ・玉穂支店 ・御殿場支店 ・新橋支店
・高根支店 ・北郷支店 ・足柄支店 ・小山支店
・中央支店 ・須走支店 ・東支店

問合せ先

０５５０－８２－２８００

HPアドレス

http://www.ja-shizuoka.or.jp/gotemba/

自主的運転免許証返納者サポート定期『自免７５』

御殿場農業協同組合

内容等 ス－パ－定期貯金の金利優遇：店頭表示金利
＋０．１０％（継続後は店頭表示金利）
預入単位：10万円以上～1,000万円未満

条件

概ね７５歳以上かつ運転経歴証明書提示の個人

対象者 本人のみ

内容等

しんきんカーライフプラン（車のローン）０．１％の金利
優遇

所在地等

・追手町支店 ・安西支店 ・駅南支店 ・長谷支店
・新富支店 ・清水支店 ・清水支店清水駅前出張所
・駒形支店 ・興津支店 ・石田支店 ・小鹿支店
・丸子支店 ・籠上支店 ・吉原支店 ・藤枝支店
・八千代支店 ・竜南支店 ・竜南支店麻機出張所
・瀬名支店 ・瀬名支店西奈出張所 ・押切支店
・富士支店 ・高松支店 ・高松支店登呂出張所
・松富支店 ・小黒支店 ・志太支店 ・本店営業部
・本店営業部横内出張所 ・古庄支店 ・焼津支店
・長田南支店 ・新川支店 ・西脇支店 ・羽鳥支店
・羽鳥支店美和出張所 ・御門台支店 ・道原支店
・東新田支店 ・西焼津支店 ・藤枝水守支店
・まるせい営業部 ・中央支店 ・小川支店
・石津支店 ・藤枝中央支店 ・藤枝上支店
・藤枝駅支店 ・岡部支店 ・静岡支店
・静岡南支店 ・焼津西支店 ・長田支店
・羽鳥西支店 ・焼津北支店 ・草薙支店 ・前島支店
・大富支店 ・大井川支店 ・豊田支店
・さかなセンター支店 ・高洲支店 ・榛原支店
・吉田支店 ・西小川支店 ・いかるみ支店
・田中支店 ・大島支店 ・大住支店 ・田尻支店

運転経歴証明書の提示

問合せ先

０５４－２４７－１１３１

HPアドレス

https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp

しずおか焼津信用金庫

条件

対象者 本人又は本人の同居家族

内容等

しんきん保証付消費者ローン・カードローン、住宅ロー
所在地等
ン申込時の金利を0.1％優遇

沼津信用金庫

条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人及び同行者

・徳倉支店 ・長泉町支店 ・長泉北支店 ・小山支店
・須走支店 ・富士岡支店 ・御殿場南支店
・御殿場中央店 ・御殿場西支店 ・清水町支店
・三島支店 ・裾野中央支店 ・裾野北支店
・御殿場営業部 ・上町支店 ・五月町支店 ・間門支店
・原支店 ・駅北支店 ・金岡支店 ・今沢支店
・大岡支店 ・北支店 ・愛鷹支店 ・下香貫支店
・本店 ・高島町支店 ・港支店 ・香貫支店 ・三津支店

問合せ先

０５５－９６２－５２００

HPアドレス

http://www.numashin.co.jp

静清信用金庫

【せいしん運転免許自主返納者サポート定期預金】
①お預け入れ金利が１年もの０．１００％
※金額は１０万円以上３００万円以内（本人及び同居
のご家族分を合算）
※自動継続後の利率は継続日の「スーパー定期」
「スーパー定期300」１年ものの店頭表示金利となる
内容等
所在地等
②令和元年６月24日以降に運転経歴証明書の交付を
受け、且つ本商品を新規で100万円以上成約した方先
着100名に、「静岡県内のタクシー会社で利用できるタ
クシークーポン券1,000円分」または「地域の銘菓セレ
クション」のいずれかを進呈
※特典の進呈は同居のご家族を含め１回限り
条件

問合せ先

０５４－２５４－５５３５

対象者 本人及び同居のご家族（人数の制限はなし）

HPアドレス

内容等 カーライフプラン（車のローン）０．２％の金利優遇

所在地等

問合せ先

https://www.seishin-shinkin.co.jp/
・本店営業部 ・西支店 ・沼津支店 ・幸町支店
・二日町支店 ・大場支店 ・修善寺支店 ・韮山支店
・大仁支店 ・下土狩支店 ・湯ヶ島支店 ・土肥支店
・静浦支店 ・戸田支店 ・沼津北支店 ・原町支店
・裾野支店 ・三島南支店 ・三島北支店 ・沼津香貫支
店
・あしたか支店 ・三島谷田支店 ・函南支店 ・田京支
店
・岡宮支店 ・裾野東支店 ・長泉支店 ・清水町支店
・松本支店 ・片浜支店 ・長岡中央支店 ・大岡支店
・中伊豆支店 ・西伊豆支店 ・松崎支店 ・函南西支店
・川奈駅支店 ・南伊東支店 ・宇佐美支店 ・東伊豆支
店
・網代出張所 ・網代駅支店 ・熱海支店 ・伊東営業所
・南伊豆支店 ・下田中央支店 ・河津支店 ・伊豆高原
0120-608-386

対象者 本人及び同居のご家族

HPアドレス

https://www.mishima-shinkin.co.jp

内容等 場内食堂利用券（100円）の配布

所在地等

湖西市新居町中之郷３７２７番地の７

運転経歴証明書の提示

三島信用金庫

条件

浜名湖競艇企業団

・本店営業部 ・安東支店 ・横内支店 ・番町支店
・片羽支店 ・駒形支店 ・研屋町支店 ・沓谷支店
・城北支店 ・瀬名支店 ・羽鳥支店 ・伝馬町新田支店
・安倍口支店 ・八幡支店 ・用宗支店 ・馬渕支店
・登呂支店 ・大里支店 ・池田支店 ・西脇支店
・東新田支店 ・用宗駅前支店 ・丸子支店 ・中田支店
・小鹿支店 ・向敷地支店 ・高松支店 ・清水支店
・矢倉支店 ・大坪支店 ・月見支店 ・下野支店
・草薙支店 ・渋川支店 ・高部支店 ・折戸支店
・焼津支店 ・石津支店 ・西小川支店 ・西焼津支店
・藤枝支店 ・高洲支店

運転経歴証明書の提示

当日有料入場者かつ運転経歴証明書提示者に場内イ
問合せ先
ンフォメーションで配布（当日1回限り）
対象者 本人のみ
HPアドレス
条件

０５３－５９４－７１１２
www.boatrace-hamanako.jp

内容等
各店までお問い合わせください。
※サービス対象は健康保険の療養費支給対象となる施術を除く

条件

はり・きゅう・あん摩
マッサージ・整骨院関係

対象者
地区
西部
中部

店舗名
まるすず鍼灸接骨院
まるすず訪問マッサージ院

電話番号
053-576-0030

住所
湖西市吉美３２５６－６丸鈴グリーンビルＣ棟１階

054-631-4746 藤枝市大洲２丁目１０－３

みずた整骨院

内容等
各店までお問い合わせください。

条件
対象者
地区

西部

静岡県理容組合

中部

店舗名

電話番号

住所

CUT SALON NIHASHI

053-436-2905 浜松市中区葵西５－７－２８

東 理容所

053-987-0430 浜松市天竜区水窪町奥領家２６４４番地の３

理容 森

053-925-2494 浜松市天竜区二俣町二俣１３８７番地

メンズ ヘア モナミ

053-447-0471 浜松市南区若林町１３０３－３

カットサロンニューオチ

054-635-6900 藤枝市善左衛門１丁目１５－１３

おしゃれサロンＧｉｏ

054-643-6685 藤枝市南駿河台5－１１－３

ヘアーサロンながた

054-635-2697 藤枝市青葉町２－３－１

イシカワ理容所

054-644-0852 藤枝市五十海１－１７－６

作原理容所

054-641-3681 藤枝市駅前２－１４－２８

池谷理容店

054-641-0695 藤枝市築地1丁目１８－１０

カットハウス床や

054-636-2543 藤枝市高岡２丁目４－１４

理容 白石

0548-32-1871 吉田町神戸１６３７－８

ヘアーサロン タンジ

0548-22-2506 牧之原市静波２９３７－４

Hair ～ Care ・ さの

054-375-2933 清水区由比今宿６１

内容等
各店までお問い合わせください。

美容業

条件
対象者
地区
中部
西部

店舗名

ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ Ｒｏｃｃｏ
スタイル カウンシル

電話番号
0548-28-7634

吉田町住吉３２５５－７

0538-48-5511

袋井市上山梨２－１２－２ ショッピングセンターマム内

「カフェ・ポム（小山町役場１階）」及び「町民食堂ごちそ
内容等 うさん（小山町役場地階）」の共通利用券１，０００円分 所在地等
（１００円×１０枚）を年度内に１冊贈呈

社会福祉法人小山町社会福
祉協議会
条件

運転経歴証明書の提示

対象者 本人のみ

住所

問合せ先
HPアドレス

① 駿東郡小山町小山７５－７
小山町健康福祉会館２階
② 駿東郡小山町菅沼２５３－１
ワークホーム・アップル
③ 駿東郡小山町藤曲５７－２
小山町役場１階 カフェ・ポム
小山町役場地階 町民食堂ごちそうさん
① ０５５０－７６－９９０６
② ０５５０－７６－５９１１
③ カフェポム ０５５０－７６－６６６１
（小山町役場住民福祉課 内線１００ カフェ・ポム）
http://www.fuji-oyama-wel.jp

運転免許自主返納者等サポート店一覧【企業等】
支援内容等

市町

沼津市

熱海市

担当課・問合せ先

市内協力事業所で利用できるバス・タクシー利用券5,000円
内容等 分（100円券×50枚）を交付
担当課
(利用事業所についてはお問合せください。)
・有効期間内の運転免許証を自主返納した６５歳以上の市
民
条件
問合せ先
・申請期間は免許返納後６か月以内
・交付は１回限り
ホームページ又は
対象者 本人のみ
メールアドレス

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/safety/sonota/jisyuhennou.htm

内容等 運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

長寿介護課

問合せ先

０５５７－８６－６３２３

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.city.atami.shizuoka.jp/index.php

条件

・ 熱海市に住民登録のある６５歳以上の者
・ 熱海警察署免許窓口で運転免許を自主返納した者

対象者 本人のみ

１万円分（100円×100枚）のバス・タクシー・伊豆箱根鉄道
内容等 駿豆線の利用助成券を交付（１回限り・返納後６か月以内に 担当課
申請した者に限る。）

三島市

富士宮市

・運転免許自主返納時に７０歳以上の三島市民
・「申請による運転免許の取消通知書」に加え、「運転経歴
条件
証明書」又は「無効を受けた免許証」のどちらかの提示が必 問合せ先
要
※「運転経歴証明書」の提示のみでは交付不可
ホームページ又は
対象者 本人のみ
メールアドレス
・市営公共交通（宮バス・宮タク）、富士急グループのシルバー定
期券及び山梨交通㈱のゴールド定期券購入並びに一般タクシー、
内容等 路線バスで利用できる補助券10,000円分の交付（１回限り）
担当課
・自発光式反射材の配布（１個）

条件

富士宮市の住民基本台帳に登録されている満65歳以上で
運転免許証を自主返納した方

対象者 本人のみ

生活安心課

０５５－９３４－４７４２

地域協働・安全課

０５５－９８３－２６５１

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn009501.html
市民生活課

問合せ先

０５４４－２２－１１１１

ホームページ又は
メールアドレス

www.city.fujinomiya.lg.jp

内容等 運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

危機対策課

問合せ先

０５５７－３２－１３６１

対象者 本人のみ

ホームページ又は
メールアドレス

kikitaisaku@city.ito.shizuoka.jp

内容等 運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

生活安心課

伊東市
(伊東警察署で
申請手続き可)

島田市

条件

条件

・伊東市に住民登録がある６５歳以上の者
※申請期限は運転免許返納日から６か月以内

令和元年１０月１日以後に、警察署で運転経歴証明書の交
付を受けた市民
問合せ先
※申請期限は運転経歴証明書の交付日から９０日以内

対象者 本人のみ

富士市

・運転経歴証明書の交付手数料助成
・自発光式反射材の贈呈
・市内のコミュニティ交通、市内で乗降のいずれかを行う路
内容等 線バス、岳南電車、タクシー協会加盟のタクシーで利用でき 担当課
る共通回数券5,000円分を令和２年度以降最大５年間の交
付(平成28年度以降に運転免許証を自主返納、又は運転免
許が失効し、運転経歴証明書を取得された方が対象)
条件

・富士市民で、運転免許自主返納時に満６５歳以上の者
・富士警察署免許窓口で運転免許を自主返納した者

http://www.city.shimada.jp/kurashi-docs/menkyohennou.html

市民安全課

問合せ先

０５４５－５５－２８３１

対象者 本人のみ

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0202/fmervo000000fumn.html

内容等 デマンド型乗合タクシー利用料金の減免（利用料金半額）

担当課

地域づくり応援課

問合せ先

０５３８－３７－４７５１

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.city.iwata.shizuoka.jp/

磐田市
（磐田警察署で
登録手続可）

ホームページ又は
メールアドレス

０５４７－３６－７１４４

条件

６５歳以上の市民でデマンド型集合タクシー乗車時に運転
経歴証明書を提示した者

対象者 本人のみ

内容等

掛川市

条件

（掛川警察署で
申請手続可）

①バス又はタクシー利用券１万円分交付（お一人様１回限
り)

①生涯学習協働推進課
担当課

②運転経歴証明書の交付手数料助成

②危機管理課

①平成29年4月3日以降に運転免許を自主返納した掛川市
民で申請時に満７５歳以上の者

①０５３７－２１－１１２９

②平成29年４月１日以降に運転免許を自主返納し運転経歴
証明書の交付を受けた者かつ掛川市民で運転免許返納時
に満７５歳以上の者
対象者 ①②とも本人のみ

問合せ先
②０５３７－２１－１１３１

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp

①運転経歴証明書の交付手数料助成
②運転免許証を自主返納された方に次のうちいずれか１つ
内容等 を交付
担当課
（１） タクシー乗車券
10,000円分
（２） 民間バス乗車券 10,000円分
（３） 藤枝市自主運行バス１年間無料乗車券

藤枝市
条件

御殿場市

①平成25年4月1日以降に運転免許を自主返納した６５歳以
上の市民
※申請期限は運転経歴証明書の交付日から１年以内
問合せ先
②運転免許を自主返納した市民で運転免許返納が確認で
きる書類等を提示

交通安全対策室

０５４－６３１－５５５３

対象者 ①②とも本人のみ

ホームページ又は
メールアドレス

www.city.fujieda.shizuoka.jp

内容等 運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

くらしの安全課

問合せ先

０５５０－８２－４１２３

ホームページ又は
メールアドレス

seikatsu@city.gotemba.ｌｇ.jp

御殿場警察署で運転免許証を自主返納し、運転経歴証明
書の交付を受ける６５歳以上の市民
対象者 本人のみ
条件

内容等

袋井市

下田市

裾野市

①自発光式反射材の配付

担当課

協働まちづくり課

問合せ先

０５３８－４４－３１２５

対象者 本人のみ

ホームページ又は
メールアドレス

shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

内容等 運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

防災安全課消防安全係

②運転経歴証明書の交付手数料の一部助成
①運転免許自主返納時に袋井警察署免許窓口で配付

条件

②袋井警察署で運転免許証を自主返納し、運転経歴証明
書の交付を受けた袋井市に住む満６５歳以上の方

下田市に住民登録のある６５歳以上の者
(交付日から３か月以内)
対象者 本人のみ

問合せ先

０５５８－３６－４１４５

ホームページ又は
メールアドレス

www.city.shimoda.shizuoka.jp

内容等 運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

危機管理課

条件

条件

平成29年10月1日以降に裾野警察署で有効期間内の運転
免許証を自主返納し、運転経歴証明書の発行を受ける、満 問合せ先
６５歳以上（申請時）の裾野市民

対象者 本人のみ
内容等

湖西市

菊川市

ホームページ又は
メールアドレス

コーちゃんバス・自主運行バス浜名線のバス無料乗車券を
担当課
交付(2年分)

平成25年4月以降に運転免許を自主返納した市民又は一定
問合せ先
の病気を理由に運転免許の取消を受けた市民
ホームページ又は
対象者 本人のみ
メールアドレス
条件

内容等

市内循環コミュニティバスの運賃(100円)の免除(運転経歴
証明書交付月プラス６か月間に限る）

条件

菊川市に住民登録のある者でバス乗車時に運転経歴証明
問合せ先
書を提示

対象者 本人のみ

担当課

ホームページ又は
メールアドレス

０５５－９９５－１８１７
http://www.city.susono.shizuoka.jp/
市民協働課
０５３－５７６－４５６０
http://www.city.kosai.shizuoka.jp/
地域支援課
０５３７－３５－０９２５
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/

内容等 1万円分のタクシー、バス及び鉄道の利用券を交付

伊豆の国市

条件

伊豆の国市に住民登録があり、①又は②の期間に有効な
運転免許証を自主的に返納した者
① 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
② 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
（自主返納してから６か月以内の者）

対象者 本人のみ

担当課

長寿福祉課

問合せ先

０５５８－７６－８０１１

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp

担当課

社会福祉課

内容等

デマンド型乗合タクシー無料券又は静岡県タクシー共通
クーポン券（６，０００円分）の交付

条件

平成３１年４月１日以降に運転免許証を返納した６５歳以上
問合せ先
の牧之原市民で、運転経歴証明書を作成した者

牧之原市
（牧之原警察署で
申請手続可）

対象者 本人のみ

松崎町

ホームページ又は
メールアドレス

・㈱西伊豆東海バス回数券の割引制度（1,300円分を500円
で購入可能な「寿回数券」の発行）
内容等 ・福祉タクシー利用券の発行（小型タクシー初乗り運賃相当 担当課
額、１年度ごと５枚まで）
・個人番号カードの再発行手数料の助成
条件

運転免許を自主返納した満７０～７４歳の町民
（満７５歳以上は全員助成対象）

対象者 本人のみ

０５４８－２３－００７４

http:www.city.makinohara.shizuoka.jp

総務課

問合せ先

０５５８－４２－３９６３

ホームページ又は
メールアドレス

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ清水高橋・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ三島/Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯ
Ｎ三島
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ富士宮東・Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ富士・ｽｽﾞｷｱﾘｰ

函南町

内容等

１万円(100円×100枚)の鉄道・バス・タクシー等を利用でき
る地域交通利用券の交付(1回限り)

条件

・平成29年4月1日以降に運転免許を自主返納した函南町に
住民登録のある者
・自主返納時に満７０歳以上８０歳未満の者(平成29年度・平
成30年度に限り、満７０歳以上の者)
問合せ先
・「申請による運転免許の取消通知書」に加え「運転経歴証
明書」又は公的機関が発行する身分証明書の提示
・申請期間は免許返納後６か月以内

対象者 本人のみ
内容等

清水町
（沼津警察署で
申請手続可）

長泉町

小山町

・運転経歴証明書の交付手数料助成
・バス・タクシー利用料金の一部助成券4,000円分の交付

担当課

・運転経歴証明書の交付手数料助成
・タクシー券が１割引となる利用券の交付

条件

６５歳以上で運転経歴証明書を提示した町民

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sｊ-shizuoka/

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.town.kannami.shizuoka.jp/

担当課

くらし安全課

・運転免許を自主返納した清水町民で申請時に６５歳以上
の者
・「申請による運転免許の取消通知書」及び「運転経歴証明
条件
問合せ先
書」を所有する者で平成29年4月1日以降に運転経歴証明
書の交付を受けた者
※「運転経歴証明書」の提示のみでは交付不可
ホームページ又は
対象者 本人のみ
メールアドレス
内容等

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ清水高橋・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ三島/Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯ
Ｎ三島
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ富士宮東・Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ富士・ｽｽﾞｷｱﾘｰ
０５４－２６１－６１０３

０５５－９８１－８２１７

http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/

担当課

長寿介護課

問合せ先

０５５－９８９－５５３７

対象者 本人のみ

ホームページ又は
メールアドレス

http://japan.nagaizumi.org/

内容等 運転経歴証明書にかかる手数料を助成

担当課

くらし安全課

条件

・御殿場警察署で運転免許証を自主返納し、運転経歴証明
書の交付を受ける６５歳以上の町民
問合せ先
・運転経歴証明書を提示した６５歳以上の町民

対象者 本人のみ

ホームページ又は
メールアドレス

０５５０－７６－６１３０
www.fuji-oyama.jp

内容等 町営バス利用券１万１０００円分の交付(１回限り)

川根本町

条件

６５歳以上で運転経歴証明書を提示した町民
(運転免許を自主返納したことを確認できる書類でも可)

対象者 本人のみ
①自発光式反射材の配布
内容等

②運転経歴証明書の交付手数料助成

担当課

くらし環境課

問合せ先

０５４７－５６－２２３６

ホームページ又は
メールアドレス

http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp

担当課

①②総務課

③公共交通利用券の購入費用の助成
(１人につき１年度上限３，０００円)

③企画財政課

①有効期限内の運転免許を自主返納した町民

森町
条件

対象者

①②０５３８－８５－６３０２
②有効期限内の運転免許を自主返納した満６５歳以上の町
民
問合せ先
③助成対象の公共交通券を購入した日現在で６５歳以上で
あり、かつ運転免許を返納して運転経歴証明書の交付を受
③０５３８－８５－６３０５
けた町民(７５歳以上は全員助成対象)
①②本人のみ
③本人（本人以外の場合、委任状の提出が必要）

ホームページ又は
メールアドレス

①bousai@town.shizuoka-mori.lg.jp
②http://www.town.morimachi.shizuoka.jp/

運転免許自主返納者等サポート店一覧【企業等】
支援内容等

地区支部

内容等 反射材付き傘を贈呈

所在地・問合せ先
所在地

下田市東中７番地８（下田警察署内）
賀茂郡松崎町江奈１７０番地の１
（下田警察署松崎分庁舎内）

問合せ先

０５５８－２３－６１５６（下田警察署内）
０５５８－４２－０７３８（下田警察署松崎町分庁舎内）

所在地

伊豆の国市大仁６８０番地の１(大仁警察署内）

問合せ先

０５５８－７６－００２１

所在地

三島市谷田１９４番地の１(三島警察署内）

問合せ先

０５５－９８１－２６３２

所在地

伊東市竹の台２番２６号（伊東警察署内）

問合せ先

０５５７－３８－５０５６

所在地

熱海市福道町３番１９号（熱海警察署内）

問合せ先

０５５７－８２－６３８８

所在地

沼津市平町１９番１１号

問合せ先

０５５－９６３－２５３４

下田地区支部
条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 ＬＥＤバンドを贈呈

大仁地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

三島地区支部

内容等

・自発光式反射材を贈呈
・緊急用給水袋を贈呈

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 エコバッグを贈呈

伊東地区支部

条件

返納時に交通安全協会会員であった方
（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 反射材等の粗品を贈呈

熱海地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 反射材ストラップ付きLEDライトの贈呈

沼津地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

裾野地区支部

内容等

･自発光式反射材を贈呈
・交通安全協会裾野地区支部長名の感謝状贈呈

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

所在地

裾野市平松６２０番地の１(裾野警察署内）

問合せ先

０５５－９９３－５２２２

所在地

御殿場市北久原４３９番地の２（御殿場警察署内）

問合せ先

０５５０－８４－０２２０

所在地

富士市八代町３番５５号(富士警察署内）

問合せ先

０５４５－５１－４４５０

所在地

富士宮市城北町１６０番地(富士宮警察署内)

問合せ先

０５４４－２３－４４２８

所在地

静岡市清水区天王南１番３５号（清水警察署内）
静岡市清水区蒲原新田二丁目１１番６号
（清水警察署蒲原分庁舎内）

対象者 本人のみ
内容等 記念品贈呈

御殿場地区支部

条件

御殿場市又は小山町居住の交通安全協会会員

対象者 本人のみ
内容等 レインボーランタンライトを贈呈

富士地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 LEDライトを贈呈

富士宮地区支部 条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 生活用品の粗品を贈呈

清水地区支部
条件

交通安全協会会員で自主返納時に運転経歴証明書作成者
に贈呈
問合せ先

０５４－３６６－８６６３（清水警察署内）
０５４－３８５－７２９９（清水警察署蒲原分庁舎内）

対象者 本人のみ
内容等 反射材等の粗品を贈呈
静岡中央地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

所在地

静岡市葵区追手町６番１号（静岡中央警察署内）

問合せ先

０５４－２７１－５５３８

内容等 御守型の反射材と交通事故防止チラシを贈呈

静岡南地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 湯のみと箸のセットを贈呈

藤枝地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

焼津地区支部

内容等

ソーラーＬＥＤキーホルダー、反射不織布バック、反射タス
キ、Ａ４用ドキュメントファイル、カードケースを贈呈

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 反射材付きウエストポーチを贈呈

島田地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 キッチンセット(ラップ・保存パック・ホイル）を贈呈

牧之原地区支部 条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

菊川地区支部

内容等

ファスナーポーチかファスナーケースのいずれかと運転経
歴証明書ケースを贈呈

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

所在地

静岡市駿河区富士見台一丁目５番１０号
（静岡南警察署内）

問合せ先

０５４－２８１－４１００

所在地

藤枝市緑町一丁目３番地の５(藤枝警察署内）

問合せ先

０５４－６４１－２０１１

所在地

焼津市道原７２３番地(焼津警察署内）

問合せ先

０５４－６２３－５３９１

所在地

島田市向谷元町１２１２番地（島田警察署内）

問合せ先

０５４７－３５－７４０１

所在地

牧之原市細江２７３７番地(牧之原警察署内）

問合せ先

０５４８－２２－６８５８

所在地

菊川市加茂５８８９番地

問合せ先

０５３７－３５－２７３２

掛川地区支部

内容等

記念品の贈呈
（詳細は交通安全協会掛川地区支部まで）

条件

運転免許証を自主返納した交通安全協会の会員

対象者 本人のみ（運転免許証返納時に合わせ記念品を贈呈）
内容等 運転経歴証明書交付手数料の一部（６００円）を補助

袋井地区支部

条件

袋井市居住の交通安全協会袋井地区支部会員
（自主返納時に補助）

所在地

掛川市宮脇一丁目１番地の１（掛川警察署内）

問合せ先

０５３７－２４－４６６１

所在地

袋井市新屋二丁目４番地の５（袋井警察署内）

問合せ先

０５３８－４４－７９００

所在地

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ清水高橋・ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ三島/Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯ
Ｎ三島
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ富士宮東・Ｕ’ｓＳＴＡＴＩＯＮ富士・ｽｽﾞｷｱﾘｰ
０５４－２６１－６１０３

対象者 本人のみ
内容等 反射材付きエコバッグなどの反射材グッズを贈呈

磐田地区支部

条件

交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ
内容等 反射材グッズ等を贈呈

天竜地区支部

条件

交通安全協会会員

対象者 本人のみ
内容等 反射材付きメッシュポーチの贈呈

浜松東地区支部

条件

交通安全協会会員

対象者 本人のみ
内容等 自発光式反射材などを贈呈
浜松中央地区支部

条件

なし(自主返納時に贈呈)

対象者 本人のみ

問合せ先

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sｊ-shizuoka/

所在地

浜松市天竜区二俣町阿蔵８番地の３
（天竜警察署内）

問合せ先

０５３－９２５－７６１０

所在地

浜松市中区相生町１４番９号(浜松東警察署内)

問合せ先

０５３－４６３－２６９６

所在地

浜松市中区住吉五丁目２８番１号
(浜松中央警察署内）

問合せ先

０５３－４７５－２７５７

内容等 メッシュポケット付ポーチの交付
浜松西地区支部

条件

交通安全協会会員

対象者 本人のみ
内容等 反射材を贈呈

細江地区支部

条件

なし(自主返納時に贈呈)

対象者 本人のみ

湖西地区支部

所在地

浜松市西区大人見町３４５２番地の１
(浜松西警察署内）

問合せ先

０５３－４０１－００２５

所在地

浜松市北区細江町気賀４６４０番地
（細江警察署内）

問合せ先

０５３－５２３－２６４４

内容等

湖西市循環コミュニティ－バス「コ－ちゃん」回数券（1,100円
所在地
分を1回）又は洗剤セットを贈呈

条件

湖西地区の交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

問合せ先

湖西市新居町新居３３８０番地の２６８
（湖西警察署内）
０５３－５９４－０５７１

