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６月１６日現在
お問い合わせ先

タクシー・鉄道・バス/大阪府内複数店舗
国際興業大阪

０６－６３２２－５２５２

ナニワ交通

０６－６５６２－０６９０

一番株式会社

０６－６７０７－７１７１

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

タ
ク 都島自動車商会
シ
ー
都島交通

タクシー乗車運賃から10%割引
０６－６９５６－７８７８

大阪・豊中
０570－01－０152
堺・高石
0570－03－0152
泉大津・忠岡・和泉・岸和田
0570－04－0152
泉佐野・熊取・泉南・阪南
0570－05－0152
大阪狭山・河内長野・富田林
0570－06－0152

大阪第一交通グループ
（一部地域を除く）

あおぞら福祉タクシー
鉄
大阪モノレール
道
バ
奈良交通株式会社
ス
髙島屋
(大阪店、堺店、泉北店)

基本介助料500円割引
乗車運賃から10％割引

０７２－６５５－１０５５

「モノレール沿線ぶらり１dayチケット」を100円引き
（700円→600円）

０６－６８３３－８９５１

「奈良交通ゴールドパス（６ヶ月券）」を２回に限り無料
で配布

０７４２－２０－３１００

自宅への配送無料

０６－６６３１－１１０１

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

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

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
※ 他の優待券との併用不可
※ セール品を除く

０６－６４９６－５１１７

スギ薬局･スギドラッグ

購入1点に限り5%割引

０１２０－９２１－７７１

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

０７２－９６２－１１６３

オーダーメイドインソール＆
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

０６－６４６７－８１２８

店頭価格から5%割引

０１２０－１１－５２８３

(大阪府内直営店)

各店舗

０１２０－００４１３３

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)
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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６月１６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

株式会社セリオ

電動カート・電動車いす・電動自転車購入で車体カバーを
無料プレゼント

０７２－９７０－６８４１

メガネの愛眼

眼鏡を10%、補聴器を5%割引
※ 本人に限る

０１２０－３１３－０７８

メガネ・補聴器の出張訪問サービス（通常3,300円
～５,500円）の出張費用が無料
※ 初回に限る

０１２０－７５５－８９０

★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
・3年間の盗難時割引サービス
・TSマーク付帯保険(青色マーク)
・点検3年間無料
(一式点検6回サービス）
・自転車1,000円割引券進呈
・修理工賃10％割引
※特典内容は変更する場合がございます。
※詳細は最寄り店舗へお問い合わせ下さい。

各店舗

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

０１２０－５５－００１０

メガネスーパー
シミズメガネ（大阪）

ダイワサイクル

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)

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

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

リハテックショップ東大阪店

０７２－７５３－４０９１
０７２－８５８－８６７３
０６－６７３２－３３３３

電動アシスト付自転車の購入時、店頭割引価格より、さら
に3％割引

０７２－８３２－３４２３

メガネ･補聴器を10%割引
※他サービス併用不可

０１２０－６０６－５３３

（古市店、松原店、住吉店、上本町店、
恩智店）

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

０７２－３３８－３８００

ドミノ･ピザ

店頭価格から30%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

さがサイクル
メガネ本舗
（日赤前店、藤井寺店、桜ヶ丘店、八戸ノ里
店、門真店）

近商ストア

ストロベリーコーンズ
ナポリの窯
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)

2
飲食代金から10%割引(コース料理を除く)

０６－６７７２－９０１０

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６月１６日現在
お問い合わせ先

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)

０６－６７７２－９０１０

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

０７２－２６１－７２２７

鶏鳥Kitchen のぶ
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)

魚河岸たちばな
大阪中央卸売市場
道頓堀クラフトビア醸造所
炭火焼と鍋料理 たちばな
魚河岸料理 ざこば
酒蔵 男はつらい
(阿倍野筋店、新大阪駅前店)

大 ロビンフッド
阪
府
内 The Britannia(ザ･ブリタニア)
複
数 鶴橋風月【ＦＣ】
店 (道頓堀戎橋店、なんば御堂筋グランドビル
舗 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)

本家さぬきや
(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)

飲食代金から5%割引

各店舗

心斎橋ミツヤ
(心斎橋本店、ホワイティ梅田店、アベノ店、
京阪モール店、なんばウォーク店）

蜜家珈琲店
(京橋店、枚方店、あべのキュー
ズモール店)
カフェブレーク
(ホワイティ梅田店、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)

昔洋食みつけ亭

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円)

０６－６２１１－２５０２

(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)

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)

3

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６月１６日現在
お問い合わせ先

ミツケキッチン
(ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
店、ららぽーと和泉店)
千房
(千日前本店、リノアス八尾支店、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、京橋京阪モール支店、道頓堀ビ
ル店、京都アバンティ支店、京都四条河原町
支店)、高槻阪急支店)

飲食代金から10%割引
(割引額の上限3,000円）
※他の割引・サービスとの併用不可

０６－６６３３－１５７０

モリタ屋
高槻市内への配達手数料200円を無料
（北園本店、聖ヶ丘店、南平台
店、栄店、富田店、大塚店、鴻池 （各店舗での来店買物時に限る）
店）

０７２－６８３－７１５３

南海グリル
粗品進呈
（中店、東店、堺駅店、天兆閣別
※本人に限る
館、堺みやざき館ＫＯＮＮＥ）

０７２－２２２－０１３１

セコム
北おおさか信用金庫
相続安心サポートセンター
(大阪、堺、神戸、東京)

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
同居親族のマイカーローン21につき
金利0.5%優遇
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

０１２０－８５ー５７５６
０１２０－５５－８７４０
０１２０－８７－１７１７

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

０１２０－４４４－１４２

葬儀会館 ティア

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

０１２０－５４９－４０１

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･1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

大和ハウス工業株式会社

プレミスト豊中少路(分譲マンション)の全住戸対象に販売
価格から1％割引
※大阪モノレール少路駅から徒歩6分

０１２０－０９３－４０２

株式会社クラシアン

水道修理などの作業料金を10％割引

０１２０－５８３－５８７

大阪マツダ販売株式会社

電動車いす「WHILL」を購入でオプション(杖ホルダー)を
プレゼント

０６－６９５３－７３７２

カシダス株式会社

店頭価格から１０%割引

眼鏡市場
（大阪府内全店）

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

０８０－３１０９－６８３４

昔造り辻茂
（本店、いこらも～る泉佐野店、 袋物商品購入価格より5％割引（一部対象外あり）
イオンモール日根野店、岸和田カ ※ 他の割引との併用不可
ンカン店）
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各店舗

０７２－４７１－４５４５

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６月１６日現在
お問い合わせ先

サワノクリーニング
(本店、住道北店、住道店、雁屋
南店、忍ヶ丘店)

クリーニング代金から5％割引
※ 一部割引対象外

０７２－８７７－３７１９

わんまいる（冷凍惣菜の通
販）

電話で『高齢者運転免許自主返納制度の特典利用』と伝え
ると、冷凍おかずセット『健幸ディナー』定期コースの初
回お届け分の商品を10％割引

０１２０－５４８－１１３

株式会社 ペダル
（ＰＥＤＡＬ豊中店 ＰＥＤＡＬ
新金岡店 ＰＥＤＡＬ泉北店 Ｐ
ＥＤＡＬ堺福田店 ＰＥＤＡＬ堺
深井店 ＰＥＤＡＬ浜寺店 ＰＥ
ＤＡＬ高石店）

電動自転車５０００円割引（１０万円以上の電動自転車）
一般の自転車１０００円割引（１万５千円以上の自転車）
ヘルメットいつでも１０％割引
自転車お買い上げの場合
自転車盗難保証・傷害賠償責任保険・修理工賃１０％割
引・無料点検
をプレゼント
※すべて税抜価格が対象

０７５－６９２－２４４９

サイクルヒーロー
電動自転車３０００円割引
（真田山店 和泉店 なんば店
一般の自転車１０００円割引
堺本店 堺プラットプラット店
富田林店 美原店 あべの店 と
きはま金岡店

０６－６６７２－７１１０

サイクルベースあさひ
（都島本店 千里中央店 寝屋川店 箕
面店 高槻店 庄内店 枚方店 八尾店
高槻深沢店 枚方東田宮店 羽曳野店
千里丘店 東大阪吉田店 巣本店 大東
店 中環摂津店 上新庄店 茨木豊川店
泉大津店 城東古市店 大阪狭山店 鳳
店 池田店 服部店 新金岡店 八尾北
店 北加賀屋店 茨木店 牧落店 岸和
田店 摂津千里丘店 守口金田町店 守
口寺方店 瓜破店 放出店 緑地電動ア
シスト館 北堀江デプト 西淀川歌島店
桜塚店 ロハスサイクルあさひ高石店
長居公園通り店 豊中緑丘店 千里山田
店 三国ヶ丘店 貝塚店 深井店 八戸
ノ里店 河内長野店 コムボックス光明
池店 りんくうシークル店 くずは店
新大阪店 松原店 高槻富田店 都島中
通店 東住吉今川店 堺一条通店 高槻
天神店 吹田グリーンプレイス店 東成
中本店 千鳥橋店）

アルカドラッグ河内長野店
アルカドラッグ阪急曽根店
アルカ北千里薬局
アルカ中島薬局

akippa

株式会社

電動自転車５０００円割引（税込１０万円以上の電動自転
車）
※ 運転経歴証明書等の提示に限る

店頭価格から５％割引
※ 対象外商品（酒類、たばこ、調剤、雑誌、指定ごみ袋、
カウンセリング化粧品、その他一部商品）
※ 本人が対象

akippa（空いている駐車スペースをネットで貸出し収益
を得られるサービス）利用者に対し、駐車場売上報酬率
3．7％優遇

０１２０－１７７－３１９

各店舗

０５０－８８９２－１９９０

コクミン薬局
コクミンドラッグ・シルク
(Whityうめだプチシャン店 堂島店 京橋駅構
内店 ディアモール店 ﾎﾜｲﾃｨ梅田ｲｰｽﾄﾓｰﾙ店
アルデ新大阪駅店 パナンテ京阪天満橋店 ﾎﾜ
ｲﾃｨうめだﾌｧﾙﾙ店 OsakaMetro淀屋橋駅店
天神橋筋六丁目駅 ナンバなんなん店 オー
キャット店 クリスタコクミン店 なんばＣＩ
ＴＹ店 クリスタ長堀店 なんばＣＩＴＹ地下
店 ナンバウォーク店 なんばマルイ なんば
ウォーク３番街 日本橋駅東改札前
OsakaMetro心斎橋駅店 大和田店 京阪萱島
駅店 京阪樟葉駅店 大阪港駅前店 ポートタ
ウン店 枚方駅店 住道駅店 新茨木店 泉ヶ
丘ＳＤ店 千代田ＳＤ店 御崎ＳＤ店 岸和田
ＳＤ店 深阪店 おおとりウィングス店 近鉄
布施駅店 玉出駅前店 粉浜店西粉浜ＳＤ店
高島屋堺店 関空店 天王寺ミオ店 関空ゲー
ト内店 あべのキュズタウン店 近鉄阿部野橋
駅店 伊丹空港 関空第1ターミナル店 近鉄
あべのハルカス 日本橋ＳＤ店 道頓堀 戎橋
中央 心斎橋筋１丁目店 心斎橋 黒門市場中
央店 近鉄上本町）

店頭価格から5％割引
※ 一部対象外商品あり
※ 購入商品１点に限る

０６－６６７８－２６０１
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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６月１６日現在

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

株式会社サカイ引越センター
（大阪府内全域）

・引越料金から２０％OFF
（引越当日が３／１５～４／１５の場合は対象外）
・荷造り用ダンボール無料サービス（条件あり）
・ガムテープ、布団袋無料サービス（最大２つずつまで）
・ハンガーケースのリース料金無料サービス
（最大５箱まで）
※ 専用ダイヤル（０１２０－５６－１１４１）から申込
み時に「大阪府高齢者運転免許自主返納サポートを見た」
と伝える

０１２０－５６－１１４１
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