高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

お問い合わせ先

ベビー･子供服
タンポポ･キッズ

3,000円以上購入で5%割引

０６－６９５３－４０７８

ブティック スギムラ

店頭価格から5%割引

０６－６９５１－４７９１

みよしや 千林店

店内黒札商品を8%割引

０６－６９５１－２１５５

アダルトメンズギャラリー
フクイヤ

現金購入1,000円毎に2ポイント進呈
30ポイントで現金4,000円還元(1回限り)

０６－６９５１－２９１８

千林 小倉屋

ゴマ昆布を20円割引

０６－６９５１－１９４５

杉山食品工業所

豆腐を30円割引

０６－６９５１－４７５８

千林赤ちゃん屋

店頭価格から10%割引

０６－６９５１－６１６５

鶴橋カドヤ 千林店

商品購入で岩のり味付等プレゼント

０６－６９２３－９８１０

メンズショップ Kent67

店頭価格から10%割引

０６－６９５１－２５０７

ヘアーサロン タカシマ

調髪ハサミ刈りを1,800円に、
調髪顔そり洗髪仕上げを1,700円に割引
※ 本人に限る

０６－６９５２－１６９５

クーズコンセルボ 千林店

ポイント2倍進呈

０６－６９５５－６８３８

店頭価格から5%割引

０６－６９５２－２６６５

店頭価格から10%割引

０６－６９５１－００２２

ヤマモトバッグ

店頭価格から8%割引

０６－６９５２－９００３

乾薬草園漢方薬局

店頭価格から3%割引

０６－６９５１－４８１９

山下紙文具

ラミネート(A3サイズ)1枚無料

０６－６９５１－４７２７

バックステージ

商品購入で粗品進呈

０６－６９５１－７００４

シューズショップ マツモト

店頭価格から5%割引

０６－６９５１－６３９０

加藤銘茶本舗

1,000円以上購入で8%割引

０６－６９５１－４０５６

えのもと菓子店

1,000円以上購入で100円割引

０６－６９５１－６３１８

パロマ中店

商品購入で粗品進呈

０６－６９５３－１０１１

力餅

1,000円以上飲食で200円割引
※ 金曜日の午後1時30分から午後6時まで

０６－６９５１－３５５７

タンバ家具 千林商店街店

見積り価格から5%割引

０６－６９５２－１０５５

斉藤生花店

粗品進呈

０６－６９５２－２２５５

クリーニング トラヤ

通常料金から10%割引

０６－６９５５－５４５４

大阪ガス風呂ショップ 後藤

粗品進呈

０６－６９５３－４６５６

白梅堂昆布店

店頭価格から5%割引

０６－６９５５－２０８１

セット価格から5%割引
※ 本人･家族が対象

０６－６９５１－３００８

店頭価格から10%割引

０６－６９５３－８８６６

婦人服 サンアイ

店頭価格から5%割引

０６－６９５２－１８１６

漬物と餅 伊勢の磯屋

漬物を50円割引

０６－６９５１－３８９５

珈琲館 千林店

ドリンク1杯を50円割引
※ 本人･同伴者が対象

０６－６９５６－０２６９

畳表替え･新畳･クロスカーペット等内装工事
を3%割引

０６－６９２２－０５４９

店頭価格から10%割引（修理を除く）

０６－６９２１－２０９３

総合電化ストアー 赤三電工

店頭価格から5%割引

０６－６９２８－５３８７

ドライフルーツ専門店 チャ菜

店頭価格から5%割引

０６－６３６３－１７０４

あず整骨院 天三院

骨盤矯正1回無料
※ 本人に限る

０６－６３５１－５６３４

お酒処 槻

飲食代金から5%割引
※ 本人に限る

０６－６３５３－９１８４

たまいち 土居陶器店

店頭価格から10%割引

０６－６３５１－２８６８

フラーリシュハウス

不動産賃貸･売買仲介手数料を8%割引
※ 本人･同伴者が対象

０６－６３５７－９８８１

文丘堂

文具･事務用品を店頭価格から8%割引

０６－６３５１－５６７７

木の郷(くに)屋

店頭価格から8%相当分還元

０６－６３５８－７１７７

あこや楽器店

CD購入時に粗品進呈

０６－６３５１－０１１０

Aハウス

店頭価格から5%割引

０６－６３５１－２０１９

くらし館

賃貸仲介手数料を65%割引
売買仲介手数料(正規報酬額)を50%割引
※ 本人･家族が対象

０６－６３５５－７０７７

1/2 スタイル

店頭価格から10%割引

０６－６３５４－００１５

メンズ コマイ

店頭価格から10%割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－３８１０

店頭価格から8%割引
※ 本人に限る

０６－６３５８－２９８３

店頭価格から8%割引
※ 本人に限る

０６－６３５２－２３４５

商品購入時に粗品進呈

０６－６３５１－６４１３

ブティック エース

店頭価格から10%割引

０６－６３５１－９６４６

ブティック ユリヤ

商品購入時に粗品進呈

０６－６３５１－８１３４

天音屋本店

店頭価格から5%割引

０６－６３５３－８０３９

千
林 花幸タオル
商
店
街 やまもと手芸店

今
市 メガネの和田
商
店 仁科文金堂
街

赤
川 たつみ商店
商
店 則信時計店
会
商
城
店
北
街

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在

天 おりーぶ
神
橋 シューズショップ
冨士屋 天満店
筋
商
店 天満アサヒ
街
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店
街

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

お問い合わせ先

シューズshopククル

店頭価格から5%割引

０６－６３５１－６５７８

松井呉服店

商品購入時に粗品進呈
※ 本人に限る

０６－６３５１－２８０７

みやざわ

店頭価格から10%割引

０６－６３５１－３０４５

占いショップcobato

占い30分鑑定を20分料金(2,400円)に割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－５７１２

髙橋メガネ 天六本店

メガネ一式購入で店頭価格から30%割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－３８４２

NEO 天六店

メガネセット購入で2,000円割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－８７８７

TCS 天六店

ハード／ソフトコンタクトレンズ2枚以上、
または使い捨てコンタクトレンズ2箱以上購入で
2,000円割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－８７８７

ファッションハウス HANA

店頭価格から5%割引
※ 本人に限る

０６－６３５８－５９１９

福田ふとん店

羽毛掛布団3万円以上購入で5%割引
※ 本人に限る

０６－６３５３－１８８８

フラワーショップ マサキ

500円以上購入で金券(50円分)進呈

０６－４３９４－５６８７

婦人服
ドレスギャラリー マルフジ

店頭価格から10%割引

０６－６５５１－３９３５

子供服 ネストエッグ

店頭価格から5%割引

０６－６５５５－０１８８

店頭価格から10%割引

０６－６５５１－１７７１

1,000円以上購入で金券(100円分)進呈

０６－６５５４－７８８０

泉尾フードセンター

1,000円以上購入で粗品進呈

０６－６５５１－６３０４

香港飯店 泉尾店

ワンドリンクサービス
※ 本人に限る

０６－６５５１－６８８３

向春園茶舗

茶葉を5%割引

０６－６５５１－４６５２

泉
尾 酒店 シビス やそ
商
店 おしゃれと暮らしの衣料 美喜
街

千
日
前
道
具
屋
筋
商
店
街

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在

和田厨房道具

０６－６６４１－７７０５

川西厨房

０６－６６４１－５３８０

松田

０６－６６４１－３０１２

一文字厨器

０６－６６３３－９３９３

酒井産業

０６－６６４１－８００５

新星堂

０６－６６４１－０７００

太星食器

０６－６６４３－１３００

相互商会

０６－６６４３－３５４５

三笠屋金物店

０６－６６４１－７３４０

白衣のツルヤ

０６－６６４７－１８９１

柴田金物

０６－６６４１－４３３９

山下金物

０６－６６４１－１７３４

油谷 高正堂

０６－６６４１－７７３８

ツヤマ

０６－６６３１－２６０６

みつや

０６－６６４１－５５４１

みつや本店
パッケージプラザ千日前店

０６－６６３４－４５５１

ミタカヤ

０６－６６４１－１３９２

バイナル中央

各店舗において3,000円以上購入で
フライパンを進呈

０６－６６３２－８５８８

山加陶器

０６－６６４３－３５８１

花月堂

０６－６６４３－０７７１

マルサン

０６－６６３２－３３４１

ドーモラボ

０６－６６４８－１１３１

デザインポケット

０６－６６３０－１１２３

コンピューター工房

０６－６６３３－２０２１

千田硝子食器

０６－６６３２－２５１２

ゑびすや金物店

０６－６６３２－３９２４

大阪漆器

０６－６６３２－１６１２

グッディーズ千田

０６－６６３２－７５３１

京屋

０６－６６４１－８８８１

千田

０６－６６３２－５８５１

京屋･プロベスト

０６－６６４１－８８５５

タケウチ

０６－６６４１－４１０３

座布団本舗

０１２０－０６－７６４６

登美屋

０６－６６４１－４７１６

カレーの店 ニューダルニー
黒 花の木
門
市
場

店内飲食代金から10%割引
※ 本人に限る

０６－６６３３－４０８０

お好み焼、焼そばを100円割引
※ 本人に限る

０６－６６４１－１０６９
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高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
黒
サポート企業・店舗等
門
市
場 魚丸商店

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先

店頭ショーケースのマグロの造りを5%割引
※ 12月27日から12月31日までは除外

０６－６６４１－１５９５

ダイワ果園 黒門本店

店頭価格から5%割引

０６－６６３３－１０９５

ベーカリー&キッチン
ロンドン

パン、サンドウィッチ、ドリンクを10%割引

０６－６２５１－６４４９

せ せんば心斎橋マルクラ
ん (本店、カーテン卸館、新館、船場センター 店頭価格から8%相当分還元
ば 店)
心 エニット大門
斎 (本店、船場センタービル9号館店、船場セ 店頭価格から8%割引
橋 ンタービル5号館店)
筋 シモジマ
(心斎橋店、船場センタービル3号館店、船 店頭価格から5%割引
場センタービル7号館店、プロパック東大

０６－６２５１－１６１３

０６－６２５１－４１９０

０６－６２５２－４３６１

阪店)

お好み焼き うさぎや

1,000円以上飲食で50円割引
※ 本人に限る

喫茶 いづみ

飲食代金から10%割引
※ 本人に限る

めんそーれ

ワンドリンクサービス
※ 本人に限る

通
天 総本家更科
閣
本
喫茶 ドレミ
通
商
店 とんかつかっぽう車屋
街

飲食代金から100円割引
※ 本人に限る
ホットコーヒーを30円割引
※ 本人に限る

大阪市浪速区恵美須東1-14-5

０７０－６９２２－９４０
２
大阪市浪速区恵美須東1-14-8

０６－６６４３－４０５５
大阪市浪速区恵美須東1-16-11

０６－６６３３－１９８８
大阪市浪速区恵美須東1-17-10

０６－６６４３－６０５１
大阪市浪速区恵美須東1-18-8

０６－６６４３－６０７６
大阪市浪速区恵美須東1-19-2

一品サービス

０６－６６４４－５９３７

SPUNK(スパンク)

店頭価格から8%割引

大阪市浪速区恵美須東1-19-4

Axis鍼灸整骨院 恵美須店

足つぼマッサージを500円に割引

大阪市浪速区恵美須東1-21-6

花梨

店頭価格から5%割引

アサヒビヤレストラン
スーパードライ

ワンドリンク(グラスビールまたはソフトドリンク)
をサービス

０６－６６３５－３２３４

家族亭

ミニわらび餅をサービス

０６－６６３５－３２３８

肉バル･すき焼き ブルズ

ワンドリンクサービス

０６－６６４７－０５５５

銀めし さちのや食堂

飲食代金から10%割引

０６－６６３５－３８１１

飲食代金から10%割引

０６－６６３５－３２４１

ワンドリンク(グラスビールまたはソフトドリンク)
をサービス

０６－６６３５－３２５５

飲食代金から10%割引

０６－６６３１－５０８０

塩焼肉と甘辛鍋の店
ぜろはち

ワンドリンクサービス

０６－６６３５－３０２２

しゃぶ扇

飲食代金から10%割引

０６－６６４７－４１２９

えびすカレー

飲食代金から10%割引

０６－６６４５－４４７７

バイオレット

店頭価格から8%相当分還元

はきもの ひろた

店頭価格から5%割引

TORAYA

店頭価格から5%割引

大澤屋

定番ワインを10%割引

眼鏡士の店 メガネのアキヤマ

店頭価格から12%割引
※ 本人に限る

訳ありショップ WAKEA

商品購入時に粗品進呈
または特定商品を5%割引

リビングアイ(西川家具工芸)

展示商品を20%割引

山下靴下会社

店頭価格から5%割引

O
C
A 実演手打ちうどん 杵屋
T
モ 中国酒家 朝陽閣
ー
ル ジョイフルダイニング
トゥデイ

駒
川
商 ナイスショップ てらせ
店
街
カクマツ屋

大阪市東住吉区駒川5-13-14

０６－６６９２－３０５４
大阪市東住吉区駒川5-13-10

０６－６６９１－４５０７
大阪市東住吉区駒川5-12-4

０６－６６９１－４８４０
大阪市東住吉区駒川5-7-18

０６－６６９２－３４５８
大阪市東住吉区駒川5-19-2

０６－６６０７－８００２
大阪市東住吉区駒川5-14-9

０６－６１１５－６３３０
０６－６６０８－２５２５

店頭価格から5%割引
3,000円以上購入で5～10%割引
店頭価格から5%割引

ブティック ダイキ

店頭価格から5%割引

化粧品のみなみい

ふれあいスタンプ｢タマール｣3倍進呈

新弘園茶舗

ふれあいスタンプ｢タマール｣2倍進呈

ブティック ヒサシ

店頭価格から5%割引

矢野時計店

ジュエリーを5%割引

成駒家本店

丼ものを50円引き(セットを除く)
※ 本人に限る

まちの電気屋さん きょうりつ

自宅コンセントなど電気周り無料点検
来店時、コーヒーをサービス

フルーツ ホウトラ

のだふじカードポイント3倍進呈

カメラ店 新橋カメラ

同時プリント、デジタルプリント、証明写真、記念
撮影、遺影写真撮影を10%割引

聖音堂

のだふじカードポイント2倍進呈

リリ洋品店

のだふじカードポイント2倍進呈

栄屋菓舗

のだふじカードポイント3倍進呈

ふたばや

大阪市浪速区恵美須東1-22-4

大阪市東住吉区駒川5-15-3

メンズショップ マルタカ

野 二見シューズ
田
新 宮薬局
橋
筋
商 花翔
店
街 婦人服 おもと

０１２０－８０８－７５７

のだふじカードポイント3倍進呈
のだふじカードポイント2倍進呈
のだふじカードポイント2倍進呈
のだふじカードポイント2倍進呈
のだふじカードポイント2倍進呈

3

大阪市東住吉区駒川5-14-10

０６－６６９６－３０７３
大阪市東住吉区駒川5-16-1

０６－６６９７－５５１５
大阪市東住吉区駒川4-16-3

０６－６６９２－４５９２
大阪市東住吉区駒川4-8-7

０６－６６９１－７８６８
大阪市東住吉区駒川4-13-6

０６－６６９６－１５１２
大阪市東住吉区駒川4-8-8

０６－６６９２－３１２４
大阪市東住吉区駒川4-8-2

０６－６６９８－３３４３
大阪市東住吉区駒川4-4-19

０６－６６９７－２３００
大阪市東住吉区駒川4-4-15

０６－６６９９－３３３１
大阪市東住吉区駒川4-1-12

０６－６６９２－３４９７
大阪市福島区吉野2-3-12

０６－６４４３－２５１０
大阪市福島区吉野2-8-4

０６－６４４３－３１９２
大阪市福島区吉野2-8-23

０６－６４４１－７６４８
大阪市福島区吉野2-8-24

０６－６４４１－８４３９
大阪市福島区吉野2-8-30

０６－６４４３－０５１８
大阪市福島区吉野2-8-31

０６－６４４７－７５１５
大阪市福島区吉野2-8-33

０６－６４４１－２８１９
大阪市福島区吉野2-8-35

０６－６４４１－０８２４
大阪市福島区吉野2-11-9

０６－６４４８－８７３９
大阪市福島区吉野2-11-11

０６－６４４１－７６１２
大阪市福島区吉野2-11-11

０６－６４４１－２６９６

新
橋
筋
商
店
街

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先
大阪市福島区吉野2-11-12

レディース 柏樹

のだふじカードポイント2倍進呈

ひらのや寝具店

3,000円以上購入で5%割引

マルミヤ紳士洋品店

店頭価格から10%割引

ウメダ屋靴店

店頭価格から5%割引

心身整骨院･鍼灸院

もみほぐし体験(10分間)が100円
※ 本人に限る

アトリエ カワ

店頭価格から10%割引

マツモト時計店

国産クォーツ腕時計の電池交換を500円に割引

０６－６４６１－０１２５

手打ちうどん きぬや

1,000円以上飲食で50円割引
※ 本人に限る

０６－６５８２－０８６８

手造りとうふ店 井上とうふ店

1,000円以上購入で50円割引

０６－６５８３－０９１２

くだもの店 難波屋

5,000円以上購入で100円割引

０６－６５８２－２４０４

総合衣料 フクヤ

店頭価格から5%割引

０６－６５８２－７３９３

5,000円以上購入で100円割引

０６－６５８６－２９２５

コーヒー･紅茶(350円)を200円に割引
※ 本人に限る

０６－４９６５－５９８２

マヨネーズをサービス
※ 本人に限る

０６－６５８２－０２９９

快眠宣言ふとん館 ひらのや

3,000円以上購入で5%割引

０６－６５８３－０３２６

正札百貨店

3,000円以上購入で5%割引

０６－６５８１－５６３５

お米 松友米穀店

お米5kg購入で粗品進呈

０６－６５８３－２９６９

婦人服 ムラカミ

店頭価格から5%割引

０６－６５８２－２８４３

金物店 ニコニコ金物店

店頭価格から5%割引

０６－６５７１－２５２５

カメラ店 ヤハタヤカメラ

デジカメプリント50枚以上で10%割引

０６－６５７２－４５０６

整骨院 ミナト整骨院

足ツボ(2,160円)を1,080円に割引
※ 本人に限る

０６－６５７１－４４４０

北海道ゆめぴりか5kg(2,380円)を1,980円に割
引

０６－６５７６－３７７３

リフレッシュヘッドトリートメント進呈
※ 本人に限る

０６－６５７３－５１９１

薬局 ナニワドラッグ八幡屋

2,160円以上購入で5%割引

０６－６５７７－６７５５

文房具 光文具

店頭価格から5%割引

０６－６５７１－４６６２

介護サービス エコーピースⅡ

粗品進呈
※ 本人に限る

０６－６５７５－１０１２

薬局 ケーズ薬店

3,000円以上購入で10%割引

０６－６５７７－５８５０

セレクトショップ チャーミング 1,000円以上購入で10%割引

０９０－３０３４－３１０
４

フラワーショップ 夕凪

3,000円以上購入で5%割引

０９０－３８４１－９３２
９

夕 コリアンフーズ 弓月商店
凪
中
央 鮮魚店 魚広鮮魚店
商
店
会 婦人服･貸衣装 仲西衣料店

キムチ(250円)を50円割引

０６－６５７３－４１００

1,000円以上購入で50円割引

０６－６５７２－０３０５

店頭価格から10%割引

０６－６５７１－２８５７

書店 髙見書店

事務用品2,000円以上購入で10％割引
※ 雑誌類を除く

０６－６５７２－４４２５

お弁当 フーズナカガワ夕凪店

弁当、おにぎり、丼物、お好み焼き、揚げ物を
10%割引

０６－６５７２－２８３８

クリーニング ホワイト急便

1,500円以上購入で100円割引

０６－６５７４－１１１４

本
野
通
田
商
阪
店
神
会

コスメハウス ナナイロ
繁
栄
商 ギャラリー&カフェ 風庵
店
街
お好み焼き店 小山

八
幡 米穀店
楽楽園 八幡屋店
屋
商
店 理容 八幡理容
街

飲食代金から10%割引

飲食代金から10%割引
飲食代金から10%割引
飲食代金から10%割引

大阪市福島区吉野2-15-5

０６－６４４１－６９０３
大阪市福島区吉野2-15-5

０６－６４４３－４０４０
大阪市福島区大開1-5-24

０６－６４６３－２４６３
大阪市福島区大開1-13-5

０６－６３５３－７０１０

大阪市都島区東野田町3-5-19

０６－６１３６－１５２３
大阪市都島区東野田町3-5-1

０６－６３５３－３１０４
大阪市都島区東野田町3-6-12

０６－６３５４－２３１４
０６－６２４２－７７３５
大阪市都島区東野田町3-5-22

０６－４８０１－３１８０
大阪市都島区東野田町3-5-12

赤のれん

飲食代金から10%割引

ドリームリアリティ勝大 京橋

ワンドリンクサービス

串や 京橋

飲食代金から10%割引

暮らしの衣料 みちがみ

肌着5,000円以上購入で5%割引
タオル･バスタオル3,000円以上購入で10%割引

０６－６９２１－０７１７

トクラ 北店

うきうきスタンプ2倍進呈

０６－６９２２－１７１６

京
橋
中 小島太陽堂薬局
央
商 シューズショップ カワナミ
店
街
肉の末広

十
商
三
店
本
街
町

０６－６４４１－２５６３

大阪市都島区東野田町3-5-22

天下の台所大起水産 京橋店

京
商
橋
店
中
会
三

大阪市福島区吉野2-14-13

０６－６３５２－７７６６

飲食代金から10%割引

商新
店京
街橋

０６－６４４１－６８４１

大阪市都島区東野田町3-5-18

さかなや

京
阪
京 立呑 まるふじ
橋
商 スペイン料理
店 リンコンカタルーニャ
街
大起水産回転寿司 京橋店

大阪市福島区吉野2-12-7

大阪市都島区東野田町3-6-6

平八亭 京阪別館

鳥せい 京橋店

０６－６４４４－４６３８

０６－６３５８－７６５８
大阪市都島区東野田町5-7-1

０６－６９２７－００９４
大阪市都島区東野田町5-2-2

０６－６３５８－９４９４

一般医薬品、化粧品購入でうきうきスタンプ2倍進
呈

０６－６９２３－４２９３

うきうきスタンプ10倍進呈

０６－６９２２－０４８４

うきうきスタンプ2倍進呈

しゃしんのピュア

ダビング料金を10%割引

髪切処 銀の鋏

カットで、クイックマッサージをサービス
※ 同伴者を含む

HAIR SALON LUXY

男性に限り初回シャンプー無料
※ 本人に限る

4

大阪市都島区都島南通2-14-22

大阪市都島区東野田町5-15-8

０６－６９２１－０１６８
大阪市都島区都島南通2-14-23

０６－６１８０－９１７０
大阪市都島区都島中通3-14-21

０６－６９２９－５８６８
０６－６３０８－３０１５

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
十
商
三
店
本
街
町

サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

お問い合わせ先

ブティック ぱり

店頭価格から8%割引

０６－６３０９－５８２１

テーラー西海

店頭価格から5%割引

０６－６３９１－０４７２

ツジスポーツショップ

店頭価格から20%割引

０６－６３９１－５８９７

洋品･寸法直し 堂本

紳士洋品を10%割引

０６－６３９３－９１９２

まるふじ家具店

店頭価格から5%割引

０６－６３９１－５８７０

から揚げ本舗からころ村 三国店 から揚げ全品を10%割引

０６－６３９１－１９１０

金･プラチナ･ブランド品の買取時に10%上乗せ
店頭商品の購入時に5%割引

０６－６３９１－１１３５

店頭価格から8%割引

０６－６１５１－４１１４

メガネ一式購入で40%割引、補聴器購入で20%割
引
※ 本人に限る セット価格を除く

０６－６３９５－８１９３

焼鳥 町家

飲食代金から10%割引

０６－６３５０－３０３９

ミュージックショップ ガロ

CD･DVD･Blu-ray･カセットを10%割引

０６－６３９２－３６６７

ハヤシ電化

2,000円以上購入で粗品進呈

０６－６３９２－８８７１

メガネのリンカーン

店頭価格から10%割引

０６－６３９１－１０３１

ガス･みず･でんきの
山本商店

店頭価格から5%割引

０６－６３９１－１２５２

阪田靴店

店頭価格から10%割引
※ 家族を含む

松家本舗

店頭価格から10%割引

みどりや陶器店

店頭価格から10%割引

ブランドショップ AVAYA
三
国 ジュエリー･メガネ･ウォッチ
商
大仁堂
店
街
メガネサロン ライト

石
橋
商 タロウ
店
街 KOBE KOTOBUKI 石橋店

店頭価格から10%割引
ジョイフルカードポイント3倍進呈

鮨虎本店

店頭価格から10%割引

藤井写真館

マイナンバー証明写真を500円割引
シニアポートレートを2,000円割引
※ 家族を含む

お好み焼き チェリィー

1,000円以上の飲食または購入で5%割引
※ 本人に限る

Sugar

1,000円以上購入で8%相当分還元

カフェ グレンミスト

ブレンドコーヒーまたはアイスコーヒーを50円割
引

池 串かつまつり 池田本店
田
栄
町 笑福中華 恵美寿
商
店
街 くだもんや中田

店頭価格から10%割引
ヘルシーメニュー注文でデザートをサービス
※ 本人に限る
※ 注文時に運転経歴証明書を提示して下さい
1,000円以上購入で50円割引

池田市石橋1-4-6

０７２－７６１－８９２７
池田市石橋1-5-5

０７２－７６１－８１６８
池田市石橋1-11-4

０７２－７６１－８３７３
池田市石橋1-12-4

０７２－７６１－８４８０
池田市石橋1-13-4

０７２－７６１－８９４０
池田市石橋1-15-2

０７２－７６１－８８２４
池田市石橋1-15-2

０７２－７６１－８６２７
池田市栄町3-12

０７２－７５１－１３８５
池田市栄町3-13

０７２－７４７－７４３５
池田市栄町3-15

０７２－７５３－００８８
池田市栄町3-16

０７２－７５２－０４００
池田市栄町6-17

０７２－７５３－８６３９
池田市栄町7-10

０７２－７５１－４１０８
池田市栄町7-11

HAIR ART SPACE DEAR

店頭価格から10%割引

ネイルサロン グラース

フット巻き爪ケア､ハンドケアを500円割引

ハッピーパーク

シェイク､ハーブティを50円割引

中村興文堂書店

ふれあいポイント2倍進呈
自宅への配送無料

０７２－８２２－４０４７

カットハウス ポリシー

技術料を1,000円割引

０７２－８２１－２１２３

500円以上購入で50円割引
1,000円以上購入で金券(100円分)進呈

０７２－８２２－０８０９

ふれあいポイント2倍進呈

０７２－８２１－０９３８

ふれあいポイント2倍進呈

０７２－８２１－２４７４

ふれあいポイント2倍進呈

０７２－８２１－００８８

店頭価格から10%割引

０７２－８２１－１０１８

寝
屋 金箔書房
川
一
番 ムラタ荒物店
街
商
店 大西履物店
街
あかねや化粧品店
今井屋文具店

０７２－７５３－９１９０
池田市栄町10-8

０７２－７５３－１１２３
池田市栄町10-8

０７２－７５２－８８１０

バラエティ101

０７２－８２０－１５１３

588Café

０７２－８１１－２６８８

レコードショップ 二光

０７２－８２２－００８４

旬味海道

０７２－８２１－８８１６

ア
ド 丸福珈琲店
バ
ン
ス わいんぷらざ
ね
や
が テイコク薬店 寝屋川店
わ
漬物味噌 志摩屋

０７２－８２０－０１９０
ふれあいポイント2倍進呈

０７２－８２３－３３３３
０７２－８２１－０８４７
０７２－８２２－１３７８

ガル

０７２－８２３－０００９

フローリスト カミノ

０７２－８２２－４３４０

めっけひろば

０７２－８２３－３７８１

ベ こだわりのおやじのいる
こめよし
ル
大
kid's Material
利
子供服 マテリアル
商
店
街 フラワーハウス･ぺっく
布
施
駅
北
部
三
番
街
商
店
街

平成30年６月１１日現在

ふれあいポイント2倍進呈

０７２－８２６－００１５

店頭価格から10%割引

０７２－８２６－４１２２

店頭価格から8%割引

０７２－８２９－３３５４

ユージン

店頭価格から10%割引

麒麟

飲食代金から500円割引
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東大阪市足代北2-13-17

０６－６７８９－０７３５
東大阪市足代北2-14-20

０６－６７８３－４７１１

布
施
駅
北
部
三
番
街
商
店
街

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

お問い合わせ先
東大阪市長堂1-11-3

ヘアースポットB-1

500円割引券進呈

喫茶つくし

コーヒーを50円割引
※ 本人に限る

提灯匠 オカモト

サンチップ2倍進呈

ヘアーサロン やよい

技術料を10%割引

チョキチョキハウス

店頭価格から20％割引

西本商店

サンチップ2倍進呈

お菓子のデパート タニガワ

500円以上購入で粗品進呈

メガフォン ラビット

サンチップ2倍進呈

美容室 HAIR IN LORD

技術料を10％割引

フルーツハウス きたの

果物を10％割引

マツダ写真機店 瓢箪山北店

サンチップ2倍進呈

Natural(ナチュラル) 瓢箪山店

貴金属の買取り時にサンチップ2倍進呈

瓢箪山水族館

金魚、熱帯魚を5％割引

花武

店頭価格から10％割引

日光舎クリーニング

サンチップ2倍進呈

こなもん処 花鳥 HANADORI

豚玉または豚焼きそばを500円に割引

サ
ン ミヤコ瓢箪山店
ロ
ー まつや食堂
ド
瓢
箪 Piccolo Ramo(ピッコロ ラモ)
山

平成30年６月１１日現在

０６－７８９８－２１１１
東大阪市喜里川町3-12

０７２－９８１－４７３１
東大阪市本町8-22

０７２－９８１－０００８
東大阪市昭和町1-6

０７２－９８１－５８１８
東大阪市昭和町3-14

０７２－９８４－３１１８
東大阪市本町15-11

０７２－９８１－３１３４
東大阪市昭和町3-2

０７２－９８１－２２６３
東大阪市昭和町2-5

０７２－９８１－２４８０
東大阪市本町15-13

０７２－９８７－９９１７
東大阪市昭和町3-1

０７２－９８１－３１３３
東大阪市昭和町2-1

０７２－９８１－１５８２
東大阪市本町7-22

０７２－９８８－４００４
東大阪市本町7-22

０７２－９８１－２８８９
東大阪市喜里川町2-19

０７２－９８４－８７４８
東大阪市本町8-16

０７２－９８１－３２７９

サービス券を2倍進呈
天丼セットを100円割引
※ 本人に限る

東大阪市喜里川町2-19

０７２－９８７－５１５１
東大阪市喜里川町2-18

０７２－９８２－４５８９
東大阪市本町8-22

０７２－９８１－３６２８
東大阪市本町14-12

デザートをサービス

０７２－９８６－３３７７

風の街 瓢箪山

店頭価格から5％割引

時計･宝石･メガネ 精工堂

店頭価格から20％割引
※ 本人に限る

ナカヤスポーツ

店頭価格から5％割引

東大阪市喜里川町3-19

０７２－９８８－３１００
東大阪市喜里川町3-20

０７２－９８４－０６０７
東大阪市本町15-9

０７２－９８１－４０３７

葬儀式場 マイホール
綜合葬祭 東阪社

東阪社

サンチップ2倍進呈

０１２０－０７２－９８４

東阪社 法事会館 和合
カフェ･レスト マリーン

食事後のコーヒーまたは紅茶をサービス
※ 同伴者を含む

カーブス瓢箪山

入会金を66％割引
※ 同伴者を含む

ポプレ モリタ

3,000円以上購入で粗品進呈

マルオカ

店頭価格から5％割引

フタミシューズ

サンチップ2倍進呈

大西書店

サンチップ2倍進呈

なりひら寿司

500円以上購入で割引券(100円分)を進呈

もりきく

店頭価格から5％割引

肉の森田屋

サンチップ2倍進呈

ミック瓢箪山北口薬店

2,000円以上購入で
ポイントカードに100ポイント上乗せ

ケーキとチョコレートの店
ファミーユ

店頭価格から10％割引

八 串かつ ちとせ
戸
ノ
里 野菜のお店 はち
商
店
街 やえのさと南整骨院

東大阪市喜里川町2-18

０７２－９８８－２０１４
東大阪市旭町2-8

０７２－９８５－１１５０
東大阪市昭和町2-1

０７２－９８１－２９８７
東大阪市加納1-11-15

０７２－９８１－４２０８
東大阪市喜里川町2-18

０７２－９８７－６３３６
東大阪市本町6-1

０７２－９８１－５１９０
東大阪市昭和町1-4

０７２－９８６－１７７０
東大阪市旭町3-9

０７２－９８４－３５０１
東大阪市昭和町2-3

０７２－９８６－２９４１

季節のおすすめ串カツ１本サービス
1,000円以上購入で
卵(10個入り1パック)100円で販売
頭皮マッサージ足､裏マッサージ500円割引

東大阪市昭和町2-6

０７２－９８６－２７００
東大阪市下小阪5-4-11

０６－６７２５－７７１０
東大阪市下小阪5-5-25

０６－６７２８－３３３２
東大阪市下小阪5-6-3

０６－４３０９－５４７８
東大阪市下小阪5-6-8

０６－６７２０－７３７７

喜多朗

ワンドリンクサービス
※ 本人に限る

０６－６７３０－１３１５

山﨑陶磁器店

店頭価格から10％割引

０７２－９８１－５０４３

亀井時計めがね店

店頭価格から10％割引

０７２－９８１－５１９１

久保ひろうす店

1,000円以上購入で10%割引

０７２－９８１－３２６５

テラス石きり梅ヶ丘

定食を100円割引

０７２－９８４－８５００

はしかわ花店

店頭価格から10％割引

０７２－９８１－２８７８

名石

店頭価格から20％割引

０７２－９８４－２７２２

大和屋

定食を100円割引

０７２－９８１－２９３９

店頭価格から１０%割引
※ 一部対象外

０７２－９８１－２７７２

天津甘栗を20％割引

０７２－９８１－２９８０

店頭価格から10％割引

０７２－９８１－０６９７

こまつ

店頭価格から10％割引

０７２－９８１－６０１０

むさし屋

店頭価格から10％割引

０７２－９８１－３８７０

梅月堂

店頭価格から10％割引

０７２－９８５－３２７２

寿々屋

1,000円以上購入で10％割引

０７２－９８１－３３００

石
切
参 さわい洋品店
道
商 公楽軒
店
街
大西菓子・佃煮店
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東大阪市下小阪5-4-13

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先

カクマン 石切薬舗
店頭価格から10％割引

０７２－９８１－２９７７

カクマン石切 佃煮漬物本舗
モリタ洋品店 ジンジャモール本
2,000円以上購入で粗品進呈
店

０７２－９８１－２８２８

フレッシュフルーツ なかにし

2,000円以上購入で8%割引
※ 本人に限る

０７２－９８１－３１１８

東反社 マイホール

サンチップ2倍進呈

０７２－９８１－２９８４
０１２０－０７－２９８４

ウエダ文具

実印･銀行印･認印を定価から10%割引
※ 既製品･白丸認印･チタン製品を除く

０７２－９８１－３０７３

花まる亭

500円以上購入でコロッケ1個サービス
※ 本人に限る、1日1回に限る

０７２－９８４－８７３９

眼鏡士の店 メガネ・ヒラオカ

店頭価格から30%割引

０７２－９８１－０３６３

婦人服専門店 趣味の店 たからや

店頭価格から8%割引
※ 本人に限る

０７２－９８１－３４３８

松
商
原
店
阿
会
保

山本写真スタジオ

記念写真撮影を1,000円割引
※ 同伴者を含む

新
商堂
店 ･
会栄
町

松原乗物センター

自転車購入で粗品進呈

松
商
原
店
中
会
央

喫茶ジェジェ

食事後､デザート(アイスクリーム)をサービス

光田電気商会

店頭価格から5%割引

フェリーチェ

午後5時以降､ワンドリンクサービス(アルコール可)
※ 本人に限る

０７２－３３４－７９８８

ヤマゲン製菓

店頭価格から8%割引

０７２－３３１－１２３２

ジ
ン
ジ
ャ
モ
ー
ル
瓢
箪
山
商
店
街

天
美 みやぎ家具工芸
商
店 魚光
街
フジヤ時計店

東天
商美
店駅
会前

松原市新堂3-3-20

０７２－３３１－２０７１
松原市上田3-4-10

０７２－３３２－０９５７
松原市天美東8-2-7

０７２－３３１－０６１２
松原市天美東8-2-6

０７２－３３１－１２７９

1,000円以上購入で20%割引
腕時計の電池交換を10%割引
(メーカー修理を除く)
店頭価格から8%相当分還元

稲田眼鏡店

店頭価格から8%割引

サイクルランド藤田

自転車購入時店頭価格から5%割引

プラム

店頭価格から１０％割引

キッチン用品・生活雑貨
Ula-Bay

3,000円以上購入で5%割引
店頭価格から１０%割引
※ 一部対象外
店頭価格から１０％割引
1,000円以上購入で手造り生ゆば１パック進呈

メガネのリエラ

店頭価格から１０％割引

ダリヤきれい館

粗品進呈

ふとん大西

配達無料、ふとん引取

メガネのシオン

レンズクリーナー「プラクリン」進呈

堺
市
駅 婦人服専門アカダマ
東
商 やおたつ果実店
店
街
コーヒーハウス ケニア

０７２－３３１－１５９０

松原市天美南5-22-24

ショーエイ

鳳 ふらわー山口
本
通
旭日屋
商
店
街 鳴門屋豆腐店

松原市天美東8-2-2

０７２－３３７－１８５７
松原市天美南5-20-21

０７２－３３１－０４８１
松原市天美東8-2-6

０７２－３３１－４１６７
松原市天美東8-9-1

０７２－３３１－４３６５
松原市天美東7-7-5

０７２－３３5－2033
堺市西区鳳東町2-204

０７２－２６０－０１０８
堺市西区鳳東町2-209

０７２－２７１－００３４
堺市西区鳳東町2-209

０７２－２７１－５５６７
堺市西区鳳東町2-209-4

０７２－２７１－１４７４
堺市西区鳳東町3-245-5

０７２－２７３－４５８５
堺市西区鳳東町3-248

０７２－２７１－８１０５
堺市西区鳳東町4-354-3

０７２－２７４－１７６０
堺市北区東雲東町1-1-16

０７２－２５２－０２８９
堺市北区東雲東町1-6-2

０７２－２５６－５３５１
堺市北区東雲東町1-6-20

粗品進呈

０７２－２５５－２２３８

配達料金100円割引き
コーヒーチケット(4,200円)を4,000円に割引

堺市北区北長尾町1-7-8

０７２－２５２－０９０８
堺市北区北長尾町1-7-8

０７２－２５５－７２４５
堺市北区北長尾町3-5-13

サイクルショップ タケモト

店頭価格から5％割引

０７２－２５１－５２８７

フラワー&グリーン
KENROKU

店頭価格から5%割引

０７２－２７５－０６８７

総合文化教室
おおとりアカデミー

入会金を50%割引

０７２－２７５－０７００

薬･化粧品
くすりのかわくぼ

カード会員ポイント2倍進呈

０７２－２７５－０６０３

果物
フルーツきのした

ギフト3,000円以上購入で
地方発送時の送料を100円割引

０７２－２７５－０６２４

ワインを5%割引

０７２－２７５－０６１４

店頭価格から5%割引

０７２－２７５－０７１０

店頭価格から5%割引

０７２－２７５－０７０５

店頭価格から5%割引

０７２－２７５－０６１７

店頭価格から5%割引

０７２－２７４－７７５０

お
お リカーショップ
サカエ
と
り
文具･印章･雑貨
ウ
ラピス
イ
ン 宝石･貴金属
グ
珠光
ス
精肉
肉の竹田屋
手作りのお惣菜
煮方 味平

岸
和
商
田
店
駅
街
前
通

無料送迎
※ 本人に限る

松原市阿保3-5-17

新日本旅行 おおとりウイングス 1名1万円以上の宿泊を伴う国内･海外旅行企画商品
旅のサロン
を3%割引(現金決済に限る)

０７２－２６０－１６００

ヘアハウス
GRAND

店頭価格から10%割引

０７２－２７３－４９８５

ブティック えいきゅう

店頭価格から10%割引
※ 本人･同伴者が対象

０７２－４２２－０３５６

スポーツショップ ロブ

グランドゴルフ用品、ノルディックウォーキング
ポール、卓球用品等を20%割引

０７２－４３８－８６７７

トータルビューティ
PARIS 泉佐野本店

カット､パーマ､カラーでトリートメントサービス
※ 本人に限る

０７２－４６０－２２３８

メガネはヨシノ 泉佐野駅前店

眼鏡を10%、補聴器を5%割引
※ 本人に限る

０７２－４６２－１１２７

金野商店

粗品進呈

０７２－４６２－０７５１

銀行印、実印を10%割引
※ 本人･同伴者が対象

０７２－４６３－４６４６

吸い物サービス
※ 本人に限る

０７２－４６２－１１５６

商品購入時に粗品進呈

０７２－４６２－１１２０

泉 印相専門店 はんのあおき
佐
野 うなぎ 喜八
新
地
商 いづつや化粧品 本店
店
街
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泉
佐
野
新
地
商
サポート企業・店舗等
店
街 串かつ 若葉

ウ
ォな
ーん
ば
ク

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先

昼の定食を50円割引
※ 本人に限る

０７２－４６３－１８９２

モナミ美容室

粗品進呈
※ 本人に限る

０７２－４６２－７０４３

仏具のサロン ナーム

粗品進呈

０７２－４６４－７６７６

お好み焼き Sパラ

飲食代金から5%割引
※ 本人に限る

０７２－４６９－６６７９

ビジネスレザーファクトリー

牛本革商品1,500円以上購入で
キーカバー又はブックマーク1点進呈

０６－６２１１－８４８４

住吉だんご

みたらし団子1本につき10円割引

０６－６２１３－２３２９

髙島屋

自宅への配送無料

０６－６６３１－１１０１

(大阪店、堺店、泉北店)

イオンリテール
近畿北陸カンパニー

お買い上商品の自宅配送料金割引
※ 指定商品･指定エリアあり、一部店舗を除く

ビジョンメガネ

メガネフレーム･レンズ･補聴器を10%割引
コンタクトレンズを5%割引

０６－６５５６－９４５０

メガネの三城

大阪府内、兵庫県内の各店舗で、一部商品を除き店頭価
格から5%割引（ フレーム・レンズ・補聴器・サングラスが対
象）
※他サービス併用不可

０６－６３４１－０５３０

メガネは長江

店頭価格から10%割引
※ 本人に限る

メガネは長江
吹田補聴器センター

補聴器購入時に電池1枚進呈
他店で購入した補聴器の乾燥、清掃無料
補聴器用電池 店頭価格から50%割引
※ 本人に限る

トーシン･補聴器センター

補聴器全品通常価格から10%割引
※ 本人に限る

補聴器本舗くずは

補聴器を10%割引(出張可･要予約)
補聴器用電池を1枚500円に割引
会員入会で空気電池1枚進呈(初回のみ)

アシックスウォーキング

店頭価格から15%割引
※ 本人に限る

０６－６４９６－５１１７

日本パレード

自転車ヘルメット｢カポル｣指定商品を10%割引
商品の送料･着払手数料が無料
※ 本人･家族が対象

０１２０－７１－８０１０

アルカドラッグ阪急曽根店

通常価格から5%割引(酒類は除く)

スギ薬局･スギドラッグ

購入1点に限り5%割引

(大阪府内直営店)

カメラのサイジョー
王様の写真館
写真スタジオ

フォトハウス

基本撮影料無料
デジカメプリントを20%割引
※ 本人･同伴者が対象
生前遺影写真撮影料を10%割引
または出張料金を50%割引
(大阪府、兵庫県、奈良県内に限る)

各店舗

吹田市五月が丘北25-40

０１２０－４１２２－４２
吹田市五月が丘北25-40

０１２０－４１２２－４２
０１２０－００４１３３
枚方市楠葉野田1-30-13

０７２－８０７－３８６８

豊中市曽根東町1-8-50

０６－６８５２－８６１１
０１２０－９２１－７７１
茨木市西駅前町10-1

０７２－６２２－４６９５
兵庫県尼崎市武庫之荘1-21-2

０６－６４３５－１３５０

スズキ自販近畿

スズキ電動車いす購入で1万円割引
※ 本人･同伴者が対象

北庄司酒造店

店頭価格から10%割引

銘菓創庵むか新 本店

ひったくり防止カバー取付サービス
※ 本人･同伴者が対象

JA全農ファーマーズ
ららぽーと和泉店

カードスタンプ2倍進呈

葉月写真工芸社

｢遺影･肖像写真料金｣を10%割引

食鮮館カーム

港区内配送無料

オーダーメイド中敷と
ウォーキングシューズ専門店
異邦人全店

靴と中敷をセット購入で、3,000円割引

メガネの山善

眼鏡セット価格をさらに10%割引

フォトスマイル北野田

同時プリント、デジカメプリントなど割引

アイリスメガネ 阪急三番街店

メガネ一式2万円以上購入で10%割引
※ 本人に限る

０６－６３７２－９０２１

店頭価格から5%割引

０１２０－１１－５２８３

０７２－９６２－１１６３
泉佐野市日根野3173

０７２－４６８－０８５０
泉佐野市上町3-11-4

０７２－４６４－０１００
和泉市あゆみ野4-4-7

０７２５－５１－３２３１
大阪市住吉区苅田8-10-26

０６－６６９６－５７１３
大阪市港区夕凪1-2-3

０６－６５７４－６７１１
０７２－２３３－４１９２
大阪市阿倍野区旭町2-1-1

０６－６６４１－１３４６
堺市東区北野田610-28

０７２－２３７－０８２２
大阪市北区芝田1-1-3

舞昆のこうはら
(かがや店、田辺本店、天王寺店、心斎橋
店、大正店、アベノ店、天下茶屋店、千林
店、南田辺店、エキマルシェ大阪店)

うどんや風一夜薬本舗
(本店、住吉大社店)

大阪市東住吉区山坂1-11-2

粗品進呈

０６－６６２８－７０３１

宮岸仏具

線香･ローソク･念珠･仏具等が割引になる｢ご優待
カード｣を進呈

富屋製菓

購入金額1,000円毎に金券(50円分)進呈

ローソン 池田くれは店

300円以上購入でコーヒーSサイズをサービス

御菓子司 香月

1,000円以上購入で和菓子1点進呈

大阪市浪速区恵美須西2-14-26

０６－６６３２－１３０１
大阪市都島区内代町2-1-18

０６－６９５２－０５５３
池田市姫室町6-1

０７２－７５２－５３５５
池田市室町1-9

０７２－７５１－３６７５
池田市新町3-10

池田青果

店頭価格から10%割引

秋田屋チェーンソーサービス

店頭価格から3%割引

あっぷる

文具･生活用品を廉価で購入できるカタログを進呈

オンデーズナイン
なんばウォーク店

メガネ一式を最大2,000円割引

株式会社セリオ

電動カート・電動車いす購入で15,000円相当の付
０８００－０８０８－８８８
属品サービス

米田米穀店

店頭価格から8%割引

スバルタウンFUSE

店頭価格から5%割引

やまと生花店

店頭価格から10%割引

鳥しげ

購入金額1,000円毎に50円割引

ミートショップ天佑

店頭価格から5%割引

メガネの愛眼

眼鏡を10%、補聴器を5%割引
※ 本人に限る

東大阪荒本郵便局
東大阪楠根郵便局
東大阪小阪本町郵便局
東大阪下小阪郵便局
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０７２－７５１－２６２７
池田市新町3-10

０７２－７５１－４０８８
池田市新町5-4

０７２－７５１－４９７７
大阪市中央区難波1-3-5

０６－６２１３－１３３３

大阪市都島区東野田町1-5-31

０６－６３５１－７１４１
東大阪市足代1-21-11

０６－６７２２－０８９５
東大阪市長堂1-19-5

０６－６７８１－５０７４
東大阪市長堂1-19-5

０６－６７８５－０９０９
東大阪市長堂1-19-3

０６－６７８３－５５１２
０１２０－３１３－０７８

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先

東大阪高井田郵便局
東大阪長栄寺郵便局
東大阪長堂郵便局
東大阪長田郵便局
東大阪西堤郵便局
東大阪小阪北郵便局
東大阪御厨郵便局
東大阪意岐部郵便局
東大阪森河内郵便局
東大阪稲田郵便局
東大阪足代郵便局
東大阪荒川郵便局
東大阪永和郵便局
東大阪大蓮郵便局
東大阪金岡郵便局
東大阪金物町郵便局
東大阪衣摺郵便局
大阪近大前郵便局
東大阪三ノ瀬郵便局
東大阪渋川郵便局
東大阪俊徳五郵便局
東大阪太平寺郵便局
東大阪友井郵便局
東大阪長瀬郵便局
カタログ商品購入で粗品進呈

０６－６７２４－１２９１

東大阪吉田駅前郵便局
東大阪岩田郵便局
東大阪玉串元町郵便局
東大阪中野郵便局
東大阪西鴻池郵便局
東大阪花園郵便局
東大阪菱屋東郵便局
東大阪機械団地内郵便局
東大阪楠風荘郵便局
東大阪吉田郵便局
東大阪若江北郵便局
東大阪若江南郵便局
東大阪加納郵便局
東大阪吉田本町郵便局
東大阪日下郵便局
東大阪上四条郵便局
瓢箪山郵便局
東大阪池島郵便局
東大阪新町郵便局
シ
ョ 東大阪末広郵便局
ッ
ピ 東大阪豊浦郵便局
ン
グ
東大阪中石切郵便局
東大阪西石切郵便局
石切参道郵便局
東大阪横小路郵便局
布施郵便局
河内郵便局
枚岡郵便局
スタジオすばる

生前遺影写真(キャビネサイズ、データ付き、
7,200円)を5,000円に割引
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茨木市稲葉町5-12

０１２０－９２７－７５３

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等
飯山技研
関西米穀
Glasseyes second
レーヴマルシェ

メガネスーパー
シミズメガネ（大阪）

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）
電動カートパルパル(160,000円)を140,000円
に
割引
5kg2,000円以上の商品購入時に200円割引
※ ポイントサービス対象外
メガネ一式購入で30%割引、補聴器購入で10%割
引
電池3年間無料サービス
※ 本人･同伴家族対象 セット価格を除く
店頭価格から10%割引
※ 本人に限る、パンに限る(一部除外品あり)

メガネ･コンタクト･補聴器を15%割引
※特価品を除く

酒のはしだ

店頭価格から5%割引
※ 本人に限る、一部除外品あり

菓子工房 益民山月庵

門真香琳(かりんとう饅頭)5個購入で1個サービス

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先
０２６９－６７－０３３４
門真市本町8-7

０６－６９０７－８８２５
門真市幸福町6-13

０６－６９９５－４２８８
門真市宮野町3-10-1

０７２－８８５－２０８０

０１２０－２０９－０６０

門真市千石東町2-5-10

０７２－８８１－４７６２
門真市野里町14-30

０７２－８８５－２４７９

ダイワサイクル 八尾店

０７２－９９１－９７９８

ダイワサイクル 青山店

０７２－９２５－１００８

ダイワサイクル 小阪店

０６－６６１８－３５８８

ダイワサイクル 喜連瓜破店

０６－６７９９－８６６８

ダイワサイクル 松原店

０７２－３４９－２０８８

ダイワサイクル 平野加美店

０６－６７９５－６８０８

ダイワサイクル 守口店

０６－６９９５－２５５８

ダイワサイクル 豊中店

０６－６１５２－１２３８

ダイワサイクル 江坂店

０６－６１９０－１０８８

ダイワサイクル 高槻店

０７２－６７５－３０５８

ダイワサイクル 狭山店

０７２－３６７－２６８８

ダイワサイクル 住之江店

０６－６６８６－４６７８

ダイワサイクル 枚方店

０７２－８０５－３４８８

ダイワサイクル 生野店
ダイワサイクル 東豊中店
ダイワサイクル 住道店
ダイワサイクル 門真店
ダイワサイクル 泉大津店
ダイワサイクル 東大阪寿町店

出張修理サービス出張費無料(修理代別途必要･指定
エ
リア有り、購入店に限る)
電動自転車5,000円割引、一般自転車1,000円割
引
自転車購入で自転車ヘルメット10%割引
自転車購入で「ダイワサポートパック」サービス
・2年間の盗難時割引サービス
(1年目70%、2年目50%割引)
・TSマーク付帯保険(青色マーク)
・点検2年間無料
(一式点検4回サービス）
・自転車1,000円割引券進呈
・パンク修理無料券進呈
・パーツ500円割引券進呈

０６－６７５５－１５８８
０６－６８４０－３８８８
０７２－８０６－１８８８
０７２－８８７－１８８８
０７２－５３１－２２５８
０６－６７３６－１１１８

ダイワサイクル 箕面店

０７２－７２８－１８８８

ダイワサイクル 藤井寺店

０７２－９３１－３８８８

ダイワサイクル 玉出店

０６－６６７１－７７８８

ダイワサイクル 八尾北店

０７２－９９３－１１２８

ダイワサイクル 大池橋店

０６－６７５５－３３３８

ダイワサイクル 泉北店

０７２－２８４－２２２８

ダイワサイクル 寝屋川高宮店

０７２－８２２－２２８８

ダイワサイクル 茨木店

０７２－６２１－３６７５

ダイワサイクル 寝屋川店

０７２－８３７－２６６８

ダイワサイクル 南茨木店

０７２－６５７－１２８８

ダイワサイクル 楠根店

０６－６７４８－３５８８

ダイワサイクル 吹田佐井寺店

０６－６３３７－７８８８

ダイワサイクル 京橋店

０６－６３５５－０００８

ダイワサイクル 平野背戸口店

０６－６７９０－５５５８
門真市宮野町12-15

とうふ工房ましま

豆腐を20円割引

北河内郷土銘菓 まむ多

店頭価格から10%割引

パティスリーエルブランシュ

ケーキセットのドリンク100円割引

洋菓子の店 エピ･ドール

1,000円以上購入で10%割引

セレクトショップ
アンリールアール

店頭価格から5%割引
※ 女性に限る

シンエンス

電動車いす新車購入で13,700円から57,800円の
割引

東部

4輪自転車(エアロクークルＭ２)購入で、送料無料･
粗品進呈(自転車カバー又はカゴカバー)

うっふぷりん門真古川橋店

1,000円以上購入で50円割引
※ 本人に限る

カーチス
(カーチス枚方、カーチス南港、カーチ
ス箕面、カーチス大阪平野、カーチス
堺、カーチス寝屋川)

０７２－８８１－３９７９

自身のお車売却につき現金2万円還元
お車購入者を紹介につき現金2万円還元
※ 売却は契約金額3万円以上、購入は車両本体価
格21万円以上に限る

リハテックショップ大阪天六店
リハテックショップ大阪池田店
リハテックショップ助たく枚方
店

門真市上島町48-2

０７２－８８１－３２５８
門真市石原町1-1

０６－６９０２－２２４４
門真市石原町29-20

０６－６９０４－０１５３
門真市栄町4-18

０６－６１１５－５１７５
東大阪市長田3-8-30

０６－７６６４－８８１１
０５６８－３２－１７２５
門真市末広町31-12-109

０６－６９９１－９７０２
０１２０－５５－００１０

０６－６３５２－００８０
電動カート又は電動３輪自転車購入につき専用車体
カバー贈呈
ご自宅でお試し乗りサービス無料
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０７２－７５３－４０９１
０７２－８５８－８６７３

サポート企業・店舗等

電動カート又は電動３輪自転車購入につき専用車体
高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
カバー贈呈
ご自宅でお試し乗りサービス無料
特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

リハテックショップ東大阪店

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先
０６－６７３２－３３３３

ハイシャル

普通車･軽自動車の廃車手続無料
普通車10,000円以上、軽自動車5,000円以上で
買取

生活創造館 アズ

3,000円以上購入で200ポイント進呈

宝石のタカセ･マイリングスタジ 店頭価格から10%割引
オ
修理･新品磨き等の加工費500円割引
北村みそ本家

1,000円以上購入で粗品進呈

呼人堂 本店

1,000円以上購入であかつき1個進呈

楠葉ふとん店

店頭価格から5%割引

薩摩の牛太 樟葉店

精肉販売5%割引

ムクの木ベーカリー

パン10%割引
※ 一部除外品あり

川口園芸
川口樹木医事務所

花苗･鉢花を5%割引

寺山自動車

同居のご家族の車の車検時、オイル交換サービス

０１２０－９３２－０３７
門真市江端町39-15

０７２－８８４－２５１２
枚方市宮之阪1-20-3-107

０７２－８４９－６７６７
枚方市岡本町10-2

０７２－８４４－０２１１
枚方市岡本町10-3

０７２－８４１－２７１３
枚方市楠葉中町1-9

０７２－８５６－３９６７
枚方市楠葉中町1-6

０７２－８５１－７９７８
枚方市三矢町3-24

０７２－８４６－６１６２
枚方市楠葉野田1-30-3

０７２－８５６－２２４８
枚方市楠葉野田1-29-3

０７２－８５７－３９４８
枚方市牧野下島町16-8

handmade&zakka COLON

店頭価格から5%割引

塩熊商店

対象商品5%割引

リサイクル110番

1,500円以上購入で送料無料
※ 吹田市、摂津市、茨木市エリアに限る

JCM大阪支店

出張査定無料
車の売却成約につき全国共通商品券1万円分還元

０１２０－３２２－７５５

さがサイクル

電動アシスト自転車店頭価格より5,000円割引

０７２－８３２－３４２３

STAY GOLD JAPAN 箕面本
店

お車の車内清掃･タイヤエアーチェック(3,000円)
を1,050円に割引
買い取り成約時･お車購入成約時2万円還元
※ 買い取りは5万円以上、購入は10万円以上に限
る
本人･同居の家族が対象

０７２－７０２－０１１１

（日赤前店、藤井寺店、桜ヶ丘店、八戸ノ
里店、門真店）

メガネ･補聴器を10%割引
※他サービス併用不可

０１２０－６０６－５３３

藤沢自動車工業

買取り済みの自動車の金額の5%還元

０１２０－２８１－２８７

手造りとうふ専門店 丸二食品

500円以上購入で50円割引

タッピーベーカリー

500円以上購入で5%割引
※他サービス併用不可

パティスリー プティボヌール

1,500円以上購入で100円割引

近商ストア

宅配サービスの会員登録時、入会金(500円)無料
※近鉄グループKIPSカード会員への事前入会が必
要

メガネ本舗

（古市店、松原店、住吉店、喜連店、
上本町店、恩智店）

０９０－６０６０－６６３
３
枚方市三矢町3-21

０７２－８４４－０３０１
摂津市千里丘5-15-1

０１２０－３８２－１１０

門真市幸福町22-3

０６－６９０９－１７６０
門真市末広町31-12

０６－６９１６－６６５０
門真市島頭4-8-6

０７２－８０３－７５６９
０７２－３３８－３８００

写真屋ＡＢＣ

申込前の運転経歴証明書の写真撮影と宣言すると
50％割引
デジダルカメラ・スマートフォンからの写真プリン
ト30枚以上で10%割引
生前肖像写真撮影料50%割引

ＵｃａｒＰＡＣ

自動車買取成約で最大1万円相当のカタログギフト
進呈

０１２０－０２０－０３３

住まいるライフ

不動産売却時の仲介手数料20%割引
リフォーム工事費用10%割引(併用可)

０１２０－７９１－２０６

射場石利石材

お墓の簡易清掃無料
※府内に限る、墓地管理者の許可が必要

０１２０－１４８－１８３

ドミノ･ピザ

店頭価格から10%割引

各店舗

ピザーラ

ミックスピザ2,000円以上注文で
ソフトドリンク2本
またはローステッドポテト9本入りを期間限定で
サービス

各店舗

1,500円以上注文で、ミックスパックをサービス

各店舗

茨木市東奈良3-15-18

０７２－６３８－０７２４

ストロベリーコーンズ
ナポリの窯
レストラン リュクセレ

飲食代金から5%割引(平日限定、10名まで)
大阪市都島区網島町9-10 太閤園

鉄板焼あみじま
淀川邸内 庭の間

飲食代金から5%割引(10名まで)

フランス料理
fi-ne(フィーネ)

ワンドリンクサービス
※ 本人･同伴者が対象

そば茶屋 和さぶろ

飲食代金から人数分100円割引

カラオケ喫茶 みよみよ

カラオケ料金無料(午後5時から午後9時まで)
※ 本人･同伴者が対象

はやアポロ店

堺市堺区向陵中町5-3-19

０７２－２５０－５２２９
摂津市東一津屋1-12

０６－６８２９－３２６０
摂津市三島2-2-46

０６－６３８３－９２０１
堺市堺区向陵西町4-3-3

はや総本店
はや魚太郎泉北の郷

０６－６３５６－１１１１

０７２－２２１－３５００
堺市南区原山台5-21-2

ワンドリンクサービス
※ 本人･同伴者が対象

０７２－２９７－９９８８
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31

０６－６６４７－６１００
大阪市淀川区木川東1-10-28

炭蔵西中島店

０６－６８８５－８９８１

磯よし 本店

川床料理を10%割引
※ 本人に限る

磯よし 市役所店

食事後のコーヒーサービス
※ 本人に限る

箕面市箕面3-2-5

０７２－７２４－２４７７
箕面市西小路4-6-1

０７２－７２４－３３０２

鶏鳥Kitchen ゆう
(布施本店、曽根崎店、難波店、アメリカ村
店、道頓堀店)

鶏豚きっちん
(難波本店、池袋東口店、梅田茶屋町店、渋
谷道玄坂店、あべのキューズタウン店、江
坂店)

鶏魚Kitchen ゆう
(あべのキューズタウン店)

つけ麺 きゅうじ
(炭火焼とつけ麺きゅうじ、あべのキューズ
タウン店)

炭火焼鳥とちりとり鍋 晃
炭火焼鳥と旨豚 まこ家

飲食代金から10%割引(コース料理を除く)

鶏鳥Kitchen のぶ
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ユウ・フード・サービス

０６－６７７２－９０１０

飲食代金から10%割引(コース料理を除く)
高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

ユウ・フード・サービス

０６－６７７２－９０１０
お問い合わせ先

鶏と豚と器 がっちゃん
八女炭蘇鶏とイベリコ豚
ともじろう
日本酒とお魚きっちん 祐星
やきとん桜島きっちん
堂山本店
炭焼きっちん祐星 小阪店
和食 たちばな
四季自然喰処 たちばな
(ヒルトンプラザ大阪本店、新大阪本店、道
頓堀本店、阿倍野本店)

魚河岸たちばな
大阪中央卸売市場
豆腐と魚料理 たちばな
神戸たちばな
～KOBE TACHIBANA～
魚屋･おかず 長三郎食堂
炭火焼と鍋料理 たちばな
魚河岸料理 ざこば

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

立花エンターテインメント・ワン

０７２－２６１－７２２７

焼鳥と九州料理 男はつらい
酒蔵 男はつらい
(新宿ごちそうビル店、阿倍野筋店、新大阪
駅前店)

ロビンフッド
The Britannia(ザ･ブリタニア)
鶴橋風月【ＦＣ】
(道頓堀戎橋店、なんば御堂筋グランドビル
店、なんばＣＩＴＹ店、阿倍野ごちそうビル
店、阿部野橋店、天保山店、泉ヶ丘駅前
店、阪急三宮駅前店、りーべる王寺店)

鶴橋風月【直営店】（箕面店）

飲食代金から１０％割引（他のサービス券との併用不可）

喫茶ルプラ

ドリンク注文時にプチデザートをサービス
※ 午後2時から午後6時まで

551蓬莱 戎橋筋本店

レストランで1,000円以上飲食で粗品進呈
※ 本人に限る

本家さぬきや

大阪市天王寺区小橋町8-15

０６－６７６２－６７８４
大阪市中央区難波3-6-3

０６－６６４１－０５５１
各店舗

(泉大津店、河内長野店、和泉福瀬店、
熊取店、堺上野芝店、八尾店)

グ
ル 創作居酒屋
メ Kitchen･Bar｢まる｣りんくう店
和食旬彩食
｢だんらん｣りんくう店

株式会社イデア
06-4304-0213

泉佐野市りんくう往来北1
りんくうゲートタワービル

０７２－４６０－１２３４
飲食代金から5%割引

泉佐野市りんくう往来北1
りんくうゲートタワービル

０７２－４６０－１２３１
和泉市納花町331

京都高台寺｢天風｣納花店

０７２５－５０－６０３０
岸和田市岸城町7-22
岸和田市二の丸広場観光交流センター

Club Contrada

０７２－４３３－００２２

串なえむら 京阪モール店

飲食代金から10%割引

和創料理 くろ川

飲食代金2,000円以上でワンドリンクサービス
※ 本人に限る

café&bar Luna

コーヒー５０円割引
※ 本人に限る

大阪市都島区東野田町2-1-38

０６－６９４９－４１２９
池田市姫室町6-14

０７２－７５１－０３３０
東大阪市長堂2-1-4

０６－６７８１－７３７２

心斎橋ミツヤ
(心斎橋本店、ホワイティ梅田店、アベノ
店、なんばウォーク店）

モンルージュミツヤ
阪急三番街店
トロアメゾン 守口店
蜜家珈琲店
(京橋店、枚方店)
カフェブレーク
(ホワイティ梅田店、京阪京橋片町口店、
泉北パンジョ店、千里セルシー店、トゥザ
フォレストなんばＣＩＴＹ店、なんば
ウォーク店、クリスタ長堀店)

ミツケキッチン
ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店
昔洋食みつけ亭
(アリオ鳳店、くずはモール店、阪急三番街
店、アリオ八尾店、あべのキューズモール
店)

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

心斎橋ミツヤ

０６－６２６２－５７９１

みつけ 阪急グランドビル店

パンネパンネ 守口店
Ｋｉｔｃｈｅｎ ダジュール
なんばウォーク店
ピッコロ
(京橋守口地下店、ＪＲ大阪駅店、ホワイ
ティ梅田店、かっぱ横町店、あべのハルカ
スダイニング店、ＪＲ新大阪駅店)

ピッコロジュニア
(なんばウォーク店、千里セル
シー店)
肉匠 甚

飲食代金から10%割引
※ 本人に限る

料亭 若葉

食前酒サービス
※ 本人･同伴者10名までが対象

れすとらん 佐保

コーヒー１杯サービス
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東大阪市足代1-16-24

０６－６７２１－２９１１
東大阪市足代1-3-5

０６－６７２１－９６８７
東大阪市足代3-2-23

０６－６７３６－２２５０

平成30年６月１１日現在

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先

千房
(千日前本店、西武八尾支店、堺高島屋支店
曽根崎支店、梅新支店、ハービスプラザ梅
田支店、千里セルシー支店、京橋京阪モー
ル支店、あべのキューズモール支店、道頓
堀ビル店、京都アバンティ支店、京都四条
河原町支店)

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

よれよれ

ワンドリンクサービス
※ 本人に限る

神戸あぶり牧場 東通り店

飲食代金から10%割引
※ 平日のみ、現金のみ、他サービス併用不可

若狭や製麺所

店頭価格から10%割引

いか焼星蘭天王寺本店

各商品が100円割引となる「ゴールドカード」進
呈

串料理 りき

2名様以上の来店で串盛り1人前(980円)サービス
※ 平日(火･水･木)限定、祝前日を除く

長崎ちゃんぽん
リンガーハットアリオ八尾店

ぎょうざ３個無料

力餅食堂 ようこそようこそ

飲食代金500円以上で10%割引
※ 本人に限る

LIVEダイニングシャンボ－ル

ランチ50円割引

千房ホールディングス

０６－６６３３－１５７０

東大阪市足代新町7-15

０６－６7８５－3500
大阪市北区堂山町2-11

０６－６１３０－７６１１
門真市垣内町8-1

０６－６９０１－２０３４
大阪市天王寺区寺田町2-1-11

０６－６７７６－７２８０
八尾市安中町1-7-8

０７２－９９３－５２２３
八尾市光町2-3

０７２－９２８－５１５１
門真市幸福町10-17

０６－６９０２－２７９８
枚方市大峰南町15-28

０７２－８５８－８９０６
枚方市加賀東町5-30

餃子の女王

おつまみサービス

ウッディハウスDikDik

ドリンク50円割引
※ 本人に限る

ナチュラルスイーツ工房
れんげそう

ケーキセット500円に割引

まるじゅう

500円以上購入で10%割引

ヨガとカフェ
Camyu～カミュゥ～

お会計5%割引

ルポ･デ･ミディ

1,000円以上購入･飲食で石けんプレゼント

モンテローザグループ
白木屋、魚民、笑笑、山内農
場
千年の宴、目利きの銀次、豊
後高田どり酒場 等
フランス料理店
「エプバンタイユ」

０９０－１５８９－０１４
１
枚方市岡本町8-17

０７２－８４６－５３７７
０７２－３９６－５０８０
枚方市禁野本町1-871

０７２－８４９－２７０７
枚方市牧野下島町13-11

０７２－８６５－７３１０

お会計10%割引(上限5,000円)
※ 他の割引券･キャンペーンとの併用不可
飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

OPワイン

ランチバイキング100円割引

喫茶冗談

モーニングサービス49円割引

御菓子司だんぢり屋
（岸和田駅前店、五軒屋本店）

枚方市牧野本町2-9-8

購入価格より５％割引

枚方市堤町10-12

０７２－８４３－１５２５

各店舗

大阪市中央区南船場4-13-19

０６－６２５２－４６４８
門真市末広町29-1

０６－６９０２－３０７７
寝屋川市萱島東1-16-12

０７２－８８８－６０４５

岸和田市野田町1－6－24

０７２－４３６－２２１２

菓匠sora
天然露天温泉 スパスミノエ

入浴料金を600円に割引

リラクゼーションリゾート
スパヒルズ

入浴料金から100円割引
※ 本人･同伴者が対象

天然温泉のあるフィットネスクラブ

TAC桃山
乗馬クラブクレイン大阪

入会金無料、事務手数料を1,050円に割引
会員入会で初回月会費半額
※ 本人･家族が対象

大阪市住之江区泉1-1-82

０６－６６８５－１１２６
大阪狭山市岩室1-334-1

０７２－３６０－１１２６
大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-33

０１２０－２６－０４５４
羽曳野市河原城991

０７２－３６２－３４５０

服部緑地乗馬センター

体験乗馬1回コース料金を50%割引（諸費用別
途）
※ 本人･同伴者1名が対象

大阪YMCA

日帰りプログラム参加費を50%割引

０６－６３１１－１７６０

犬鳴山温泉 み奈美亭

1泊2食の基本料金から10%割引
日帰り入浴料金を575円に割引
※ 本人･同伴者が対象

犬鳴山温泉 不動口館

日帰り入浴料金を600円に割引
※ 本人･家族が対象

犬鳴温泉センター

ランチコース(2,160円) を1,620円に割引
※ 本人に限る

りんくうプレジャータウンシークル

大観覧車 りんくうの星
レ なにわの湯
ジ
ャ
ー 舞洲陶芸館

一般券(3歳以上)を630円に割引
※ 本人･同伴者3名まで対象
オリジナルタオル進呈
手びねり体験教室を10%割引
※ 本人に限る

今宮戎神社

参拝記念ステッカーを授与
※ 12月31日～1月11日を除く

通天閣

一般展望料金(大人)を100円割引

桜宮ゴルフクラブ

｢ご来場謝恩サービスカード｣にスタンプ1つ上乗せ

虹の湯

大人入浴料金を500円に割引
※ 本人･家族が対象

天然温泉

二色の浜店
ゆの蔵

大人入館料100円割引

松原天然温泉YOUゆ～

大人入館料を1,000円に割引
※ 本人･同伴者5名までが対象

大阪ツアーズ

旅行商品4%～5%割引
※ 申込時、要相談、一部除外品あり

天然温泉 こうわの湯

入浴料金を500円に割引

高槻天然温泉 天神の湯

レンタルタオルセット(209円)無料
※ 本人に限る

トラベルウェーヴ関西

１名１万円以上の宿泊を伴う国内・海外旅行企画商
品を３％割引（現金決済に限る）

高槻自動車教習所

紹介を受けた方について
普通免許の教習料金から１万円割引
二輪免許の教習料金から5,000円割引
ペーパードライバー練習料金から5,000円割引

ネヤガワドライビングスクール

紹介を受けた方について
四輪コースの教習料金から5,000円割引
二輪コースの教習料金から3,000円割引
紹介者には
5,000円分の図書カードを進呈

大阪香里自動車教習所

紹介を受けた方について
普通免許の教習料金から15,000円割引
紹介者には
2,000円分の商品券を進呈

資
格
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豊中市服部緑地1-5

０６－６８６３－０６１６

泉佐野市大木2236

０７２－４５９－７３３６
泉佐野市大木7

０７２－４５９－７３２６
泉佐野市大木2238

０７２－４５９－７２０８
泉佐野市りんくう往来南3

０７２－４５８－０２２２
大阪市北区長柄西1-7-31

０６－６８８２－４１２６
大阪市此花区北港緑地2-2-98

０６－６４６３－７２８２
大阪市浪速区恵美須西1-6-10

０６－６６４３－０１５０
大阪市浪速区恵美須東1-18-16

０６－６６４１－９５５５
大阪市都島区中野町2-3-23

０６－６８８２－３５５３
貝塚市澤890-15

０７２－４３９－２２２７
門真市新橋町33-11

０６－６９０７－４１２６
松原市別所2-4-35

０７２－３３３－１１２６
大阪市平野区平野本町1-16-8

０６－６７９４－８９６６
大阪市大正区千島1-23-85

０６－６５５３－１１２６
高槻市高槻町16-5

０７２－６８１－１１２５
岸和田市土生町4－3－1

０７２－４９３－１２００

高槻市日向町1-3

０７２－６７５－６５６３

寝屋川市寝屋南1-1-1

０７２－８２２－０４６４

寝屋川市木屋町13-5

０７２－８３１－０６６８

資
格

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）

芦原自動車教習所

紹介を受けた方について
普通免許の教習料金から5,000円割引
紹介者には
5,000円分のクオカードを進呈

富田林モータースクール

紹介を受けた方について
普通免許の教習料金から1万円割引

日本通運 大阪支店

引越見積金額から20%割引
※ 本人･家族が対象
※ 自動車運賃、付帯サービス、単身パック、単身
パックＸ、ワンルームパックを除く
※ 3月20日から4月10日までを除く

セコム

ココセコム加入料金から1,000円割引
※ 本人1契約のみに限る

北おおさか信用金庫

同居親族のマイカーローン21につき
金利0.5%優遇

天満不動産

賃貸仲介手数料から8%相当分還元
※ 本人に限る

ミニミニFC弁天町店

ご成約で、カタログギフトを進呈
※ 本人･同伴者が対象

むらかみ歯科

義歯の作成･調整時に粗品進呈
※ 本人･家族が対象

馗笑(きしょう)整骨院
大阪駅前第2ビル院

踵圧全身調整の体験施術が無料

アウル 合同司法書士事務所

出張相談が初回のみ無料
(大阪府内に限る)

相続安心サポートセンター

遺言･相続･成年後見等の相談料が無料
逝去後の事務手続き料金から5,000円割引
※ 本人･家族が対象

(大阪、堺、神戸、東京)

犬鳴山デイサービスセンター
犬鳴山荘
犬鳴山デイサービスセンター
インテフィール

お問い合わせ先
大阪市浪速区浪速西1-12-23

０６－６５６２－０７７１
富田林市寿町3-7-7

０１２０－８８７－０２３

０１２０－２８１－７６６

０１２０－８５５７５６
０１２０－５５－８７４０
大阪市北区末広町3-11

０６－６３６４－８８８１
大阪市港区市岡元町3-6-15

０６－６５８６－１５１５
大阪市中央区森之宮中央1-3-14

０６－６９４９－０００７
大阪市北区梅田1-2-2-200

０６－６３４５－２０１６
東大阪市長堂2-4-20T&Nビル5F

０６－６７８１－０５２８
０１２０－８７－１７１７
泉佐野市土丸388

デイサービス1日体験(昼食付き)が無料
※ 本人に限る、1回限り

０７２－４６８－０６６１
田尻町りんくうポート北3-25

０７２－４６８－０６６１

介護付有料老人ホーム
櫻苑

施設見学と体験入居(1泊3食付き)が無料
※ 本人に限る

南野整骨院

フットマッサージ(2,160円)を1,080円に割引
※ 本人に限る

美容室「ユリカ」

技術料金10%割引
※ 本人に限る

ヘアーサロン コムロ

技術料金500円割引

株式会社みち塗装

外壁塗装･リフォーム全般
見積り無料･工事費8%割引

東大阪商工会議所
パソコン教室

入会金無料

泉佐野市羽倉崎上町3-3-41

０１２０－０１１－０１３
東大阪市長堂2-1-4

０６－６７８３－２４４７
東大阪市永和1-3-3

０６－６７２５－９８３１
東大阪市高井田元町1-2-20

０６－６７８９－４５８８
東大阪市寿町1-10-12

０９０－３６１８－７２２
７
東大阪市永和1-11-10

０６－６２２４－４３００

セルフ赤坂台
サービスステーション
セルフ泉ヶ丘
サービスステーション

平成30年６月１１日現在

堺市南区檜尾3654-1

０１２０－１０－６６７５
燃料油（ガソリン、軽油）割引

セルフ御池台
サービスステーション

堺市南区若松台1-1

０７２－２９３－３８６９
堺市南区御池台2-13-2

０７２－２９７－３４５１

ACCESS運転代行大阪

運転代行料金を10%割引
※ 同伴者を含む

０１２０－４９９－４７４

コミュニティサークル匠の街

日めくりカレンダー式メモ進呈

０９０－３１６２－６２４
１

ディアールヘア

ヘアカット料金10%割引

大阪ノルディックウォーカーズ

ノルディックウォーキング体験講習会(1,000円)を
初回のみ500円(レンタルポール代無料)に割引

法務サポート

遺言･相続等の相談(60分)無料
遺言作成･相続手続･戸籍収集等の費用から10,000
円割引

伊戸総合会計事務所

税務･相続に関する相談(60分)無料
資産･相続財産シミュレーション10,000円割引

ミトヤクリーニング

ドライクリーニング10%割引
※ Yシャツ･白物･特殊品を除く

パートナー行政書士事務所
オリガミ整骨院
く
ら Give 大正店
し
Give plus桃谷店
Give 弁天町店

遺言･相続等の相談(60分)無料
エンディングノートの書き方指導(60分)無料
低周波治療器30分間(400円)を200円に割引
超短波による温活30分間(1,000円)を500円に割
引
※ 本人に限る

大阪市住吉区我孫子1-1-12

０６－６６９８－３４７７
大阪市東成区大今里南1-6-1-1106

０９０－３７２２－３１５
４
大阪市中央区安土町1-6-18

０６－６２６２－３３３０
大阪市中央区安土町1-6-18

０６－６２６２－３３００
門真市宮野町19-8

０７２－８８１－０８５４
堺市堺区栄橋町2-1-5-501

０８０－６１７８－６００
６
堺市北区百舌鳥本町1-9

０７２－２４５－９９０８
大阪市大正区泉尾2-3-18

０６－６５５２－７５７８
大阪市天王寺区堂ヶ芝2-12-1

カット･カラー･パーマの施術料金10%割引
※ 本人･同伴者が対象

０６－６７７５－１３３３
大阪市港区南市岡3-11-2

０６－６５８４－５５５８
大阪市中央区玉造2-16-6

Give 玉造店

０６－６７６４－６１６７

あおぞら福祉タクシー

基本介助料500円割引
乗車運賃から10%割引

バード居宅介護支援事業所

介護保険申請無料サポート

サービス付き高齢者向け住宅
「オリーブ柏原」

体験入居2泊3日までの利用料が無料
見学時の食事体験が無料(要事前予約)
※ 本人に限る

茨木市農業協同組合

スーパー定期1年が店頭金利0.2%優遇

０７２－６２７－７７７８

からだ元気治療院
枚方東部・交野店

自宅での鍼灸マッサージ1回無料

０７２－８０７－８６６９

KCSセンター枚方院

初回料1,000円割引

岡崎クリーニング商会

ドライクリーニング10%割引

タウン平野町SS

家族･友人の車検割引
家族･友人の新車･中古車購入割引(コーティング付)
同乗時のガソリン割引
電動車いす等の購入割引･ステッキホルダー進呈

タウン松屋町SS
総合葬儀会館
パドマホール葛の葉
パドマホール和泉中央
パドマホール貝塚

基本コースから5%割引
※ 本人･家族が対象

五箇荘葬祭 和田

葬儀プランから５％割引
※ 本人･家族が対象

小さなお葬式

全国対応の｢小さなお葬式｣プランを
｢小さな火葬式｣を183,000円
｢小さな一日葬｣を333,000円
｢小さな家族葬｣を478,000円
｢100名までのお葬式｣を628,000円
の特別価格(税込)で利用可能
※ 本人･3親等以内の親族が対象
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高槻市西町14-5

０７２－６５５－１０５５
池田市石橋3-9-9

０７２－７６１－３３００
柏原市大県4-2-3

０７２－９７２－２３４０

枚方市禁野本町1-5-15-102

０１２０－４７１－９３１
門真市島頭4-13-12

０７２－８８２－３８２０

０６－６２０３－４１７１

和泉市葛の葉町3-4-21
和泉市箕形町2-12-2
貝塚市畠中1-7-5

０１２０－４４４－１４２
堺市北区奥本町2-110-2

０７２－２５２－０７４１

０１２０－９６８－２９７

高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
サポート企業・店舗等

葬儀会館 ティア

セレモニー須田 花みずき会館

特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）
大阪府下17店舗をはじめ、全国95店舗
・お葬式費用が特別割引
・法要利用において、通常52,400円が28,600
円
に割引
※ 本人･3親等以内の親族が対象
祭壇料金または葬儀プラン基本料金から5%割引
※ 本人･3親等以内の親族が対象

大阪祭典

大阪祭典メンバーズ倶楽部(OSプラス会員)として
通常価格から15%割引、式場使用料が50%割引

ワンハートセレモニー

葬儀プランを会員価格にてご提供
※ 本人･3親等以内の親族が対象

芋忠本店

ユーアイセレモニー

多目的ホール・地域の式場使用料20,000円割引
葬儀プランから8%割引
※ 本人･3親等以内の親族が対象
祭壇価格より5%割引(プラン葬、直葬を除く)
ユーアイクラブ入会者Tポイント200ポイント進呈
※ 本人･3親等以内の親族が対象

平成30年６月１１日現在
お問い合わせ先

０１２０－５４９－４０１

大阪市東淀川区豊新5-19-16

０１２０－３６－８６２２
０１２０－０４－１３１３
堺市北区新金岡町5-3-126

０１２０－９６－１８１０
大阪市住吉区住吉1-11-1

０１２０－７３－８２１５
大阪市東淀川区下新庄4-21-25

０１２０－４２－０１９８

御恩セレモニー

葬儀基本料(プラン料金)10%割引
※ 本人･3親等以内の親族が対象

メモリアルハート

府内の公営式場･公民館･民間式場の使用料最大3万
円まで負担
葬儀基本プラン10%割引
※ 本人･3親等以内の親族が対象

０１２０－３１５－８１０

フローラルホール

葬儀基本プラン料金5%割引･粗品進呈
※ 本人･3親等以内の親族が対象

０１２０－０９８３－６８

メモリアルアートの大野屋

新規墓石工事代(30万円以上)10%割引
お墓のリフォーム･移転撤去工事5%割引
霊園現地見学送迎無料

０１２０－０２－８８８８

大阪市東淀川区淡路4-19-17

０１２０－４１９４－５０

国際興業大阪

０６－６３２２－５２５２

ナニワ交通

０６－６５６２－０６９０

ふれ愛交通

０６－６７９３－５９４１

相互タクシー

０６－６９３１－８１８８

大阪相互タクシー

０７２－２７１－０８１８

日本タクシー

０６－６９２８－３３２５

都島自動車商会
タ
ク
シ 都島交通
ー

タクシー乗車運賃から10%割引

０６－６９５６－７８７８

大阪

０６－６６４４－０５６７
堺・高石

０７２－２２１－６０６０
泉大津

０７２５－２１－６４６４
岸和田

０７２－４３８－６６６６

大阪第一交通グループ

泉佐野

０７２－４８３－０６６０
北野田

０７２－２２２－５３５５
大阪狭山

０７２－３６５－１８００
河内長野

０７２１－５３－２７５３
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