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

令和4年10月2５日現在

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

大阪市地域
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

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

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

花幸タオル

店頭価格から5%割引

やまもと手芸店

店頭価格から10%割引

ヤマモトバッグ

店頭価格から8%割引

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

1,000円以上購入で５%割引

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

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

メガネの和田

セット価格から5%割引
※ 本人･家族が対象

仁科文金堂

店頭価格から10%割引

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

千
林
商
店
街

今
市
商
店
街
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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

令和4年10月2５日現在

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

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

たつみ商店

畳表替え･新畳･クロスカーペット等内装工事
を3%割引

則信時計店

店頭価格から10%割引（修理を除く）

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

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

メンズ コマイ

店頭価格から10%割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－３８１０

おりーぶ

店頭価格から8%割引
※ 本人に限る

天満アサヒ

商品購入時に粗品進呈

ブティック エース

店頭価格から10%割引

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

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

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

メガネセット購入で2,000円割引
コンタクトレンズ２箱若しくは、２枚以上の購入で
1,000円割引
※ 本人に限る

０６－６３５１－８７８７
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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

令和4年10月2５日現在

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

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
泉
尾
商
店
街

酒店 シビス やそ

店頭価格から10%割引

０６－６５５１－１７７１

泉尾フードセンター

1,000円以上購入で粗品進呈

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

０６－６５５１－６３０４

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
ミタカヤ
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
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高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧
フライパンを進呈
特典内容（他の割引等との併用不可、一部対象外あり）
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令和4年10月2５日現在
お問い合わせ先
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

店内飲食代金から10%割引
※ 本人に限る

花の木

お好み焼、焼そばを100円割引
※ 本人に限る

魚丸商店

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

ダイワ果園 黒門本店

店頭価格から5%割引

せんば心斎橋マルクラ

店頭価格から５%相当分還元

(本店、カーテン卸館、新館、船場センター店)

エニット大門
(本店、船場センタービル9号館店、船場セン
タービル5号館店)

シモジマ
(心斎橋店、船場センタービル3号館店、船場
センタービル7号館店、プロパック東大阪店)

０６－６６３３－４０８０
黒
門
市
場

０６－６６４１－１０６９
０６－６６４１－１５９５
０６－６６３３－１０９５

店頭価格から8%割引
店頭価格から5%割引

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

総本家更科

飲食代金から100円割引
※ 本人に限る

せ
ん
ば
心
斎
橋
筋
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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）

通
天
閣
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通
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令和4年10月2５日現在
お問い合わせ先

喫茶 ドレミ

ホットコーヒーを30円割引
※ 本人に限る

とんかつかっぽう車屋

一品サービス

SPUNK(スパンク)

店頭価格から8%割引

Axis鍼灸整骨院 恵美須店

足つぼマッサージを500円に割引

花梨

店頭価格から5%割引

アサヒビアレストラン
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

銀めし さちのや食堂

飲食代金から10%割引

O
C
A
T
飲食代金から10%割引
モ
ワンドリンク(グラスビールまたはソフトドリンク)を ー
ル
サービス

０６－６６３５－３８１１

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

バイオレット

店頭価格から8%相当分還元

０６－６６９２－３０５４

はきもの ひろた

店頭価格から5%割引

０６－６６９１－４５０７

TORAYA

店頭価格から5%割引

０６－６６９１－４８４０

大澤屋

定番ワインを10%割引

０６－６６９２－３４５８

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

０６－６６０７－８００２

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

０６－６１１５－６３３０

リビングアイ(西川家具工芸)

展示商品を20%割引

０６－６６０８－２５２５

山下靴下会社

店頭価格から5%割引

ナイスショップ てらせ

店頭価格から5%割引

カクマツ屋

3,000円以上購入で5～10%割引

メンズショップ マルタカ

店頭価格から5%割引

０６－６６９１－７８６８

ブティック ダイキ

店頭価格から5%割引

０６－６６９６－１５１２

化粧品のみなみい

ふれあいスタンプ｢タマール｣3倍進呈

０６－６６９２－３１２４

新弘園茶舗

ふれあいスタンプ｢タマール｣2倍進呈

０６－６６９８－３３４３

ブティック ヒサシ

店頭価格から5%割引

０６－６６９７－２３００

実演手打ちうどん 杵屋
中国酒家 朝陽閣
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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

令和4年10月2５日現在

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

矢野時計店

ジュエリーを5%割引

０６－６６９９－３３３１

成駒家本店

丼ものを50円引き(セットを除く)
※ 本人に限る

０６－６６９２－３４９７

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

０６－６４４３－２５１０

フルーツ ホウトラ

のだふじカードポイント3倍進呈

０６－６４４３－３１９２

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

０６－６４４１－７６４８

聖音堂

のだふじカードポイント2倍進呈

０６－６４４１－８４３９

リリ洋品店

のだふじカードポイント2倍進呈

０６－６４４３－０５１８

栄屋菓舗

のだふじカードポイント3倍進呈

０６－６４４７－７５１５
野
田
新
橋
筋
商
店
街

二見シューズ

のだふじカードポイント3倍進呈

宮薬局

のだふじカードポイント2倍進呈

花翔

のだふじカードポイント2倍進呈

婦人服 おもと

のだふじカードポイント2倍進呈

０６－６４４１－７６１２

ふたばや

のだふじカードポイント2倍進呈

０６－６４４１－２６９６

レディース 柏樹

のだふじカードポイント2倍進呈

０６－６４４４－４６３８

ひらのや寝具店

3,000円以上購入で5%割引

０６－６４４１－６８４１

ウメダ屋靴店

店頭価格から5%割引

０６－６４４１－６９０３

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

０６－６４４３－４０４０
野
田
阪
店
神
本
会
通
商

０６－６４４１－２８１９
０６－６４４１－０８２４
０６－６４４８－８７３９

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

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

コスメハウス ナナイロ

5,000円以上購入で100円割引

ギャラリー&カフェ 風庵

コーヒー･紅茶(350円)を200円に割引
※ 本人に限る

お好み焼き店 小山

マヨネーズをサービス
※ 本人に限る

快眠宣言ふとん館 ひらのや

3,000円以上購入で5%割引
6

繁
栄
商
店
街

０６－６４６３－２４６３
０６－６４６１－０１２５

０６－６５８６－２９２５
０６－４９６５－５９８２
０６－６５８２－０２９９
０６－６５８３－０３２６

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

令和4年10月2５日現在

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

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
八
幡
屋
商
店
街

米穀店
楽楽園 八幡屋店

北海道ゆめぴりか5kg(2,380円)を1,980円に割引

理容 八幡理容

リフレッシュヘッドトリートメント進呈
※ 本人に限る

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

０９０－３０３４－３１０４

フラワーショップ 夕凪

3,000円以上購入で5%割引

０９０－３８４１－９３２９

コリアンフーズ 弓月商店

キムチ(250円)を50円割引

鮮魚店 魚広鮮魚店

1,000円以上購入で50円割引

婦人服･貸衣装 仲西衣料店

店頭価格から10%割引

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

平八亭 京阪別館

飲食代金から10%割引

さかなや

飲食代金から10%割引

鳥せい 京橋店

飲食代金から10%割引

立呑 まるふじ

飲食代金から10%割引

スペイン料理
リンコンカタルーニャ

飲食代金から10%割引

夕
凪
中
央
商
店
会

０６－６５７６－３７７３
０６－６５７３－５１９１

０６－６５７３－４１００
０６－６５７２－０３０５
０６－６５７１－２８５７

０６－６３５３－７０１０
０６－６３５２－７７６６
京
阪
京
橋
商
店
街

大起水産回転寿司 京橋店

０６－６１３６－１５２３
０６－６３５３－３１０４
０６－６３５４－２３１４
０６－６２４２－７７３５

飲食代金から10%割引
天下の台所大起水産 京橋店

０６－４８０１－３１８０
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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

令和4年10月2５日現在

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

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

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

０６－６３５８－７６５８
商新
店京
街橋

肉の末広

京
橋
一般医薬品、化粧品購入でうきうきスタンプ2倍進呈 中
央
商
うきうきスタンプ10倍進呈
店
街
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

小島太陽堂薬局
シューズショップ カワナミ

０６－６９２７－００９４

０６－６９２３－４２９３
０６－６９２２－０４８４
０６－６９２１－０１６８
０６－６１８０－９１７０

三京
会商橋
店中

十
三
本
街町

０６－６９２９－５８６８

HAIR SALON LUXY

男性に限り初回シャンプー無料
※ 本人に限る

ブティック ぱり

店頭価格から8%割引

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

ブランドショップ AVAYA

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

ジュエリー･メガネ･ウォッチ
大仁堂

店頭価格から8%割引

０６－６１５１－４１１４

商
店

三
国
商
店
街

０６－６３０８－３０１５
０６－６３０９－５８２１

メガネサロン ライト

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

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

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

葉月写真工芸社

｢遺影･肖像写真料金｣を10%割引

０６－６６９６－５７１３

食鮮館カーム

港区内配送無料

０６－６５７４－６７１１

メガネの山善

眼鏡セット価格をさらに10%割引

０６－６６４１－１３４６
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０６－６３９５－８１９３

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）

令和4年10月2５日現在
お問い合わせ先

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

うどんや風一夜薬本舗

粗品進呈

０６－６６２８－７０３１

富屋製菓

購入金額1,000円毎に金券(50円分)進呈

０６－６９５２－０５５３

ＯＷＮＤＡＹＳ
なんばウォーク2番街店

メガネ一式を最大2,000円割引

０６－６２１３－１３３３

米田米穀店

店頭価格から8%割引

０６－６３５１－７１４１

カタログ商品購入で
粗品（郵便ポスト型つまようじ入れ等）進呈

０６－６６０６－２６６６

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

０１２０－９３２－０３７

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

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

白十字薬店

店頭価格から10%割引

０６－６３２０－１５４６

(本店、住吉大社店)

住吉区内郵便局
（住吉郵便局、住吉我孫子郵便局、住吉我
孫子東郵便局、住吉苅田郵便局、住吉沢之
町郵便局、住吉長居郵便局、住吉長居四郵
便局、住吉長居西郵便局、住吉長居東郵便
局、住吉万代東一郵便局、住吉万代東郵便
局、住吉山之内郵便局、住吉遠里小野郵便
局、住吉千躰郵便局、大阪住吉町郵便局、
住吉帝塚山郵便局、住吉大社前郵便局、住
吉神ノ木郵便局、住吉東粉浜郵便局、住吉
山之内三郵便局）

はやアポロ店
炭蔵西中島店

０６－６６４７－６１００

ワンドリンクサービス
※ 本人・同伴者が対象

０６－６８８５－８９８１

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

０６－６７６２－６７８４

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

０６－６６４１－０５５１

アレ×コレ 阪急三番街店
和＋ITALIAN MITSUKE
阪急グランドビル店
ハンバール なんばウォーク店

飲食代金から10％割引
（割引額の上限3，000円）

０６－６２１１－２５０２

ピッコロジュニア（なんばウォー
ク店）
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
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０６－６１３０－７６１１

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）

令和4年10月2５日現在
お問い合わせ先

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

０６－６７７６－７２８０

フランス料理店
「エプバンタイユ」

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

０６－６２５２－４６４８

天然露天温泉 スパスミノエ

入浴料金を600円に割引
※ 令和4年3月から「入浴料金を650円に割引」に変更

０６－６６８５－１１２６

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

０１２０－２６－０４５４

大阪YMCA

日帰りプログラム参加費を50%割引

０６－６３１１－１７６０

舞洲陶芸館

手びねり体験教室を10%割引
※ 本人に限る

０６－６４６３－７２８２

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

０６－６６４３－０１５０

通天閣

一般展望料金(大人)を100円割引

０６－６６４１－９５５５

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

０６－６８８２－３５５３

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

０６－６７９４－８９６６

天然温泉 こうわの湯

入浴料金を500円に割引

０６－６５５３－１１２６

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

０６－６５６２－０７７１

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

０１２０－２８１－７６６

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

０６－６３６４－８８８１

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

０６－６９４９－０００７

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

０６－６３４５－２０１６

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

ディアールヘア

ヘアカット料金10%割引

０６－６６９８－３４７７

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

０９０－３７２２－３１５４

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

０６－６２６２－３３３０

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

０６－６２６２－３３００

天然温泉のあるフィットネスクラブ

TAC桃山
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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）

Give 大正店
Give plus桃谷店

令和4年10月2５日現在
お問い合わせ先
０６－６５５２－７５７８

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

Give 弁天町店

０６－６５８４－５５５８

Give 玉造店

０６－６７６４－６１６７
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

０６－６２０３－４１７１

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

０１２０－９６８－２９７

セレモニー須田 花みずき会館

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

０１２０－３６－８６２２

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

０１２０－０４－１３１３

芋忠本店

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

０１２０－７３－８２１５

ユーアイセレモニー

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

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

０１２０－４１９４－５０

眼鏡・コンタクトの
ハートアップヨドバシ梅田店

メガネ全品一式２０％割引
コンタクトレンズ全品１０％割引

０６－６３７７－２９２５

眼鏡・コンタクトの
ハートアップ京橋店

メガネ全品一式２０％割引
コンタクトレンズ全品１０％割引

０６－６８８２－４４６５

有限会社 和拓不動産

不動産の売却・購入の仲介手数料を正規手数料より２０％
割引

０６－６３２７－２９５１

講演企画 よろず屋太郎

依頼時の価格より10％割引

０６－６１３１－７０２９

有限会社青木工務店

現地調査・見積無料

０６－６１１５－６８１６

タウン平野町SS
タウン松屋町SS
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高齢者運転免許自主返納サポート企業等一覧

令和4年10月2５日現在

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

株式会社スウィートハウス

賃貸物件成約の場合は5,000円分商品券を進呈
売買物件成約の場合は10,000円分の商品券を進呈
売却依頼の場合は専任媒介契約で10,000円分の商品券を
進呈
※ 本人又は同伴者に限る

０６－６７７７－２３６７

リペアワークス

全修理メニュー10％割引

０６－６３９２－８１８０

中西武道具

カタログ商品を10％割引
※ セール対象品、竹刀完成品を除く

０６－６７３１－４９００

ライフデリ大東・鶴見店

日替わりパン・ドリンクセット１つ（無料）
普通食お弁当１食（無料）
※ １回に限る 宅配料も無料

０６－６１８０－４４７４

サポート企業・店舗等

リベルタ

ライフデリ大阪東淀川店

サイクルショップ中山商会

提示から６ヶ月間
普通食おかず５４０円を５２０円に割引
普通食ご飯セット５９０円を５７０円に割引
※ お一人様１回に限る

自転車購入時に盗難防止用ワイヤー錠1本進呈

館内の対象店舗で使えるアウトレットスペシャルクーポン
進呈
三井アウトレットパーク 大阪鶴見
※ セール期間等は除く
※ ３階総合案内所で配布

０６－６１９５－１３３０

０６－６６２２－３５２６

０６－６６１５－３９３９

ベッド通販セラピス

ベッド全品５００円割引
※ 購入前にお問い合わせ先へ運転経歴証明書の写真の
メール送信が必要

劇団

劇場料金から４割引
※ 本人含め２名まで

０９０－６２４３－７５８６

レッスン料金から３割引

０９０－８１６０－８６０２

黒猫

ＢｰcatAct&MusicStudio

エスケイジャパン株式会社
大阪支社

電動カート｢i-WalkerⅡ｣を販売価格より50,000円割引

inquiry@serapis-bed.com

０６－６７７０－２６０３

遺産相続手続まごころ代行センター

遺言･相続等の無料相談が90分まで延長可能（通常60分）
依頼料金から５,000円割引

０１２０－０５５６－５２

ほつま相続相談所

遺言･相続･成年後見等の無料相談（近接出張可）
各種手続費用から10,000円割引

０６－６６４１－６８８４

行政書士大阪綜合法務事務所

自動車の廃車手続、登録相談無料
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０８００－７７７－００７１

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）

令和4年10月2５日現在
お問い合わせ先

株式会社はなまる

自動車の買取金額を10％アップ（上限５万円）
※ 本人名義の車両に限る。
問い合わせ先（０１２０－５９０－８７０）へ電話時に
「運転免許自主返納サポート制度を利用する」と伝える。

０１２０－５９０－８７０

行政書士やまだ事務所

無料相談（６０分）を１２０分に延長（初回のみ）
正規の依頼時に5,000円割引
※本人・家族が対象

０６－６１６７－５５２８

ＧＬＩＯＮ ＭＵＳＥＵＭ

クラシックカー博物館の入館料半額
※本人に限る

０６－６５７３－３００６
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