
「運転経歴証明書」の提示により、特典が受けられます。

　 令和５年４月１８日現在
店舗・グループ名 特典内容 お問合せ先

運転経歴証明書所有者専用定期預金「サポート」
スーパー定期預金の金利優遇 店頭金利＋0.05% お一人様合計500万円まで
※自動継続１年(継続後は店頭表示利率)　運転経歴証明書交付日より１年以内
「免許証返納定期」(スーパー定期預金) 03-3279-4670
店頭金利＋0.05%(期間１年間) gosoudan@tokyo-city-sk.co.jp
※継続後は店頭金利。お一人様10万円以上500万円以内（運転経歴証明書交付日より1年以内）
免許証返納定期「安全」(スーパー定期預金)
店頭表示金利＋0.05%
※継続後は店頭表示金利

ホテル館内直営レストラン3店舗にて平日限定10％割引（8名様まで）
※一部対象外あり
渋谷エクセルホテル東急

ホテル館内のレストラン４店舗、ラウンジにて料理・飲物10％割引（運転経歴証明書１枚につき４名様まで）
婚礼紹介時料理・飲物5％割引

(株)京王ストア
①キッチンコート神楽坂店 ①03-5206-7228
②キッチンコート東中野店 ②03-5348-2201
③キッチンコート永福町店 ③03-3323-7281
④キッチンコート立川店 ④042-540-1131
⑤キッチンコート桜上水店 ⑤03-3303-9111
⑥キッチンコート野崎店 ⑥0422-32-6911
⑦キッチンコート西調布店 ⑦042-442-3808
⑧キッチンコート吉祥寺店 ⑧0422-70-3380
⑨京王ストア駒井店 ⑨03-5497-0441
⑩京王ストア府中店 ⑩042-367-1521
⑪京王ストア栄町店 ⑪042-366-2211
⑫京王ストア稲城店 ⑫042-370-2581
⑬京王ストア桜ヶ丘店 ⑬042-337-2511
⑭京王ストア高幡店 ⑭042-592-3111
⑮京王ストア北野店 ⑮042-635-8851
⑯京王ストアめじろ台店 ⑯042-661-5910
⑰京王ストア高尾店 ⑰042-662-8121

物
流

日本通運㈱ 引越の通常料金10%割引 0120-154-669

銀
行

巣鴨信用金庫
http://www.sugamo.co.jp

東京シティ信用金庫

西京信用金庫 03-3356-3091

東京信用金庫

城北信用金庫

運転経歴証明書所有者専用定期預金「あんしん定期」
スーパー定期預金の金利優遇（店頭表示金利＋0.05％）
お一人様10万円以上500万円以内
自動継続１年（継続後は店頭表示金利になります）

03-3913-1149
GYOUMUKIKAKU@johokubank.co.jp

朝日信用金庫
運転経歴証明書定期預金「朝日セーフティー定期預金」
スーパー定期預金の金利優遇：店頭金利＋0.05％（継続後は店頭表示金利）
期間１年、10万円以上500万円以下（お一人様合計500万円まで）

営業統括部
03-3862-0329

運転経歴証明書所有者専用定期預金
スーパー定期預金の金利優遇：店頭金利＋0.05％
期間１年（自動継続のお取扱いはできません）
10万円以上500万円以内（お一人様合計500万円以内）

0120-791-104
（平日午前9時から午後5時まで
土曜･日曜･祝日を除く）
soudan@tokyo-shinkin.co.jp

西武信用金庫
運転経歴証明書「制度普及促進定期預金」
定期預金の金利優遇：スーパー定期１年もの＋0.05％
お一人様10万円以上500万円以内

0120-18-3868

瀧野川信用金庫

「運転免許返納定期預金」（スーパー定期預金）
期間１年（自動継続）、店頭表示金利＋0.05％（継続後は店頭表示金利）
お一人様10万円以上500万円まで
運転経歴証明書交付日より１年以内

0120-863-500
（平日午前9時から午後5時まで、
土日祝日除く）
support@takishin.jp

03-6382-7712

東京ベイ信用金庫

「運転卒業定期」
店頭表示金利+0.030％（期間１年、継続後は店頭表示金利）
お一人様10万円以上500万円以内
運転経歴証明書交付日より１年以内

03-3685-2311
（平日午前9時から午後5時まで
土曜･日曜･祝日を除く）

最寄の営業店へお問合せください。

ホテルカデンツァ東京 03-5372-4411

運転免許自主返納サポート預金「らいふ・ガード」
スーパー定期預金金利優遇
優遇内容：スーパー定期預金（１年もの）店頭表示金利+0.050％  ※継続後は、店頭表示金利
お一人様10万円以上500万円以下（期間１年）

城南信用金庫 最寄の営業店までお問合わせください。

東京東信用金庫
「ひがしん運転経歴証明書定期預金」
店頭表示金利＋0.05%（期間１年）
※継続後は店頭表示金利。お一人様10万円以上500万円以内。運転経歴証明書交付日より１年以内。

03-5610-1112
（平日午前9時から午後5時まで）

芝信用金庫
https://www.shibashin.jp

「運転免許自主返納サポート定期」
スーパー定期の金利優遇　店頭表示金利+0.05％（期間１年）継続後は店頭表示金利
10万円以上500万円以下（お一人様合計500万円まで）
運転経歴証明書交付日より１年以内

渋谷エクセルホテル東急 03-5457-0131

パレスホテル立川 042-527-1111ホ
テ
ル

帝国ホテル東京
帝国ホテル東京直営レストラン・バーラウンジにて10％割引
※一部対象外あり

03-3504-1111

浅草ビューホテル ホテル館内直営レストラン・バーにて料理・飲み物10%割引(運転経歴証明書1枚につき5名まで) 03-3842-3751

ホテルサンターガス上野店
ホテルニューパーク

宿泊料金5％割引 03-3833-8686

東武ホテルレバント東京
・スーパーダイニング「ヴェルデュール」
・日本料理・炭火焼きフレンチ「簾」
・ロビーラウンジ「クリスタルムーブメント」

同伴者全ての方が料理、飲物10％割引 03-5611-5511

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
・ＮＹグリル＆ブッフェ「フィオーレ」
・銀座で和食「むらき」
・ラウンジ「銀座のオアシス」
・バー「光琳」

同伴者全ての方が料理、飲物10％割引 03-3546-0111

25階 日本料理「旬彩」・レストラン「アビエント」、 5階 ラウンジ「エスタシオン カフェ」にて
飲食代10％割引

警
備

セコム 位置情報・現場急行サービス(ココセコム)加入料金1,000円割引 0120-855-756

東急セキュリティ(株)

東急セキュリティ「レスＱ」月額契約料金１ヶ月無料
※レスＱとは、ご自宅内での事故等の際にボタンを押すことで、お客様宅へ警備スタッフが急行し、緊急
対応や救急車の要請、ご家族への報告等を行うサービスです。
※実施エリアは、渋谷区、世田谷区、大田区、品川区、港区、町田市、狛江市の一部及び目黒区全域

0120-109-253

丸正チェーン　総本店・保谷北口店 100円×5枚の優待クーポン進呈 03-3355-2211

髙島屋　日本橋店・新宿店・玉川店

5,000円以上のお買上で当日宅配サービス無料
※会員登録が必要となります。65歳以上で本人に限る。

デ
パ
ー

ト
・
ス
ー

パ
ー

三越伊勢丹　日本橋本店
有料催事（文化展・美術展など）無料
※一部除外あり。詳しくはお問合せ先まで。

050-1704-0668

ご自宅への配送無料
※65才以上の方に限る

03-3211-4111（企画宣伝部）

高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業

高齢者運転免許自主返納サポート協議会からのお知らせ

１ 新規加盟企業は、警視庁ホームページに掲載します。

２ 特典は予告なく変更又は中止する場合がありますので、特典を受けられる場合は、各店舗・事業所等に事前にお問合せください。

３ 「運転経歴証明書」による特典を受けられるのは、原則として６５歳以上の方が対象です。

４ 「運転経歴証明書交付済シール」付きマイナンバーカードを提示して、特典を受けられる場合は、各店舗・事業所等に事前にお問合せ

ください。

mailto:gosoudan@tokyo-city-sk.co.jp


店舗・グループ名 特典内容 お問合せ先

ボウリング１ゲーム料金の割引
平日470円、土日祝570円

はとバス予約センター
03-3761-1100

ＪＴＢサン&サン　　国内旅行商品３%割引
ＪＴＢサン&サン　　添乗員付の宿泊ツアー７%割引
※店舗での申込みはできません。電話でお申込みください。

京王観光㈱
①京王新宿店 ①03-3342-7731
②聖蹟桜ヶ丘店 ②042-375-8611

タニタフィッツミー 03-5392-4111
http://www.fitsme.jp/
① タニタフィッツミー東武練馬店 ①新規入会者、入会金無料。　既存会員、振動マシン利用券プレゼント。　※本人に限る ① 03-3936-3210
② タニタフィッツミー大山店 ②新規入会者、入会金半額。　既存会員、ドリンク１本プレゼント。　※本人に限る ② 03-5966-1016
③ タニタフィッツミー豪徳寺店 ③新規入会者、入会金半額。　既存会員、ドリンク１本プレゼント。　※本人に限る ③ 03-3420-2464
④ タニタフィッツミーときわ台店 ④新規入会者、入会金半額。　既存会員、店内物販購入10％割引券プレゼント。　※本人に限る ④ 03-5918-8221
⑤ タニタフィッツミーイオンタウン有松店 ⑤新規入会者、入会金無料。　既存会員、毎月の会費特典あり。　※本人に限る ⑤ 052-626-2392
⑥ タニタフィッツミー調布駅前店 ⑥新規入会者、入会金半額。　既存会員、振動マシン利用券プレゼント。　※本人に限る ⑥042-426-7645

明治座チケットセンター
03-3666-6666(午前10時から午後5時まで)

㈱トイカード
「こども商品券」

京王書籍販売㈱
042-337-4812
水族館  03-3989-3466
展望台  03-3989-3457

新規免許取得者をご紹介の方に5,000円プレゼント
紹介でご入所の方に割引あり

ご入校者をご紹介の方に5,000円プレゼント
紹介でご入校の方に5,000円プレゼント

新規免許取得者をご紹介の方に3,000～5,000円の謝礼
紹介で入校された免許のない方に問題集プレゼント
※入校された方にも特典あり
新規免許取得者を紹介の方に謝礼
紹介でご入所された方に割引あり

ご入校者をご紹介の方にクオカードプレゼント
紹介でご入校の方に教本サービス
ご入校者をご紹介の方に5,000円プレゼント
紹介でご入校の方に5,000円プレゼント
新規運転免許取得者をご紹介の方にクオカード3,000円分プレゼント
紹介でご入校の方に割引・特典あり。
新規運転免許取得者をご紹介の方に3,000円プレゼント
紹介でご入校の方に特典あり　※キャンペーン期間中を除く
ご入校者を紹介の方にクオカードプレゼント
紹介でご入所の方に割引あり（割引額についてはお問合せください。）
新規運転免許取得者をご紹介の方に5,000円謝礼
紹介でご入所の方にキャッシュバック(他の特典との併用はできません。)
ご入校者をご紹介の方に5,000円プレゼント
紹介でご入校の方に5,000円プレゼント

新規免許取得者ご紹介の方とご入所の方に商品券3,000円をプレゼント

全日入館料2,420円→2,000円（４名様まで）
※1/1～1/3、特定日は利用不可

明治座
ご入場券代10%割引
※一部対象外公演あり。他の割引と併用不可。詳しくはお問合せください。

サンリオピューロランド
デイパスポートがご来場当日の窓口価格より200円引き
※アフタヌーンパスポートは対象外

042-339-1111
午前9時30分から午後5時まで･休館日を除く

板橋天然温泉スパディオ 03-3967-1126

昭島温泉　湯楽の里
レンタルタオルセット（350円）が無料
※入館時にフロントにて運転経歴証明書をご提示ください

042-500-2615

すみだ北斎美術館
企画展・常設展プラス・常設展　観覧料20％OFF
※本人のみ

03-6658-8936

定期観光（A・B・Cではじまるコース）の料金を５%割引

03-6810-1933

キングツアー「バス旅」商品　5%割引

ボックスツアー GOLFPAQ（都内発日帰りバスゴルフツアー）初回参加に限り半額サポート 03-6457-7896

はとバス

ＪＴＢガイアレック
https://www.jtbgaiarec.co.jp/

コニカミノルタプラネタリウム“満天”
in Sunshine City

鑑賞料金20％割引
※１作品につきご本人様含め２名様まで有効。芝シート・雲シートは対象外。
　他の割引との併用不可。オンライン購入での利用不可。

03-3989-3546

コニカミノルタプラネタリウム“天空”
in 東京スカイツリータウン®

鑑賞料金20％割引
※１作品につきご本人様含め２名様まで有効。三日月シートは対象外。
　他の割引との併用不可。オンライン購入での利用不可。

03-5610-3043

のし掛け、特別包装無料　 0120-351-172

啓文堂書店 金券としてご利用頂けるスタンプカードを発行　

美

容

理

容 ヴィサージュ クリエーション 訪問美容 初回施術料金20％割引 047-335-6600

趣
味
・
娯
楽
等

トミコシ高島平ボウル 03-3936-1411

東京カラオケボックス防犯協力会 各店舗により特典内容は異なります。 03-3512-5650

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 日テレ・東京ヴェルディベレーザのホームゲームご招待 03-3512-1969

ミニチュアミュージアム　スモールワールズ 入場料　大人2,430円、中人1,710円、小人1,350円 03-5843-8660

旧白州邸　武相荘 来場者本人に特製絵葉書１枚差し上げます 042-735-5732

浅草ＲＯＸまつり湯 大人2,750円→1,375円　※土・日・祝日・特定日はプラス330円 03-3836-7878

・サンシャイン水族館
・ＳＫＹ ＣＩＲＣＵＳ サンシャイン60展望台

水族館：入場料金100円引き　※他の割引との併用不可
展望台：入場料金50円引き　※他の割引との併用不可

自
動
車
学
校
・
教
習
所

王子自動車学校
新規運転免許取得者をご紹介の方に3,000円分のクオカードプレゼント
紹介でご入校の方に割引あり　※普通車に限る

03-3913-7521

東急自動車学校
ご入校者をご紹介の方にジェフグルメカード2,000円分プレゼント
紹介でご入校の方に入校時割引あり

042-372-0109

葛西橋自動車教習所 03-3680-2341

金町自動車教習所

北豊島園自動車学校 03-3990-1176

大泉自動車教習所 03-3922-2917

03-3607-5101

小金井自動車学校 042-381-0150

日の丸自動車学校 紹介入校時割引あり 03-3719-3515

今井自動車教習所
ご紹介でご入校の方に割引あり
ご紹介の方にグルメカード5,000円分プレゼント

03-3670-1401

京成ドライビングスクール 03-3657-3181

武蔵境自動車教習所
ご入校者をご紹介の方にクオカード5,000円分プレゼント
紹介でご入校の方にクオカード5,000円分プレゼント

0422-51-7381

東久留米自動車教習所
ご入校者をご紹介の方に5,000円プレゼント
紹介でご入校の方に5,000円プレゼント

042-471-2915

八王子中央自動車学校 紹介で入校された方に割引あり 042-642-0241

新規運転免許取得者をご紹介の方に謝礼

トヨタドライビングスクール東京
普通車ご入校者をご紹介の方に3,000円プレゼント
紹介で普通車ご入校の方に3,000円プレゼント

042-526-3551

竹の塚モータースクール
新規運転免許取得者を紹介した方に5,000円の謝礼
紹介でご入校の方にキャンペーン特典適用

03-3858-6666

尾久自動車学校
新規運転免許取得者を紹介した方に3,000円～5,000円の謝礼
紹介で入校の方に割引あり

0422-32-2181

拝島自動車教習所 042-551-2851

豊島自動車練習所 03-3971-6262

町田ドライヴィングスクール 042-723-2480

世田谷自動車学校
ご家族をご紹介していただくと、5,000円のクオカードをプレゼント
紹介されたご家族の方は入校時5,000円割引※普通車免許に限る

03-3302-3141

03-3884-0501

江戸川自動車教習所 ご入校者をご紹介の方に5,000円クオカードプレゼント 03-3612-4156

新東京自動車教習所
新規運転免許取得者をご紹介の方に5,000円の謝礼
紹介でご入校の方に割引あり　※普通車に限る

042-342-4111

飛鳥ドライビングカレッジ日野 042-581-2721

平和橋自動車教習所 03-3694-1011

むさし小金井自動車教習所 042-381-3321

足立自動車学校

移
送
等

コムウェルグループ
・患者移送サービスのケア・サービス料30%割引
・ご婚礼衣装、ご列席衣装、通過儀礼衣装20%割引

03-5347-1310
0120-02-2287

http://www.fitsme.jp/


店舗・グループ名 特典内容 お問合せ先

(株)セレモア
①お仏壇のセレモア ①仏壇仏具5～20％割引
②お葬儀 ②葬儀基本価格10～30％割引
③仏事葬儀相談窓口の「セレモピアン」 ③ご相談無料
④生花専門店「花つかさ」 ④生花10％割引
⑤東京民間救急サービス ⑤ケアチャージ(介助料)30％割引
⑥ホームヘルスケアの店「健康館」 ⑥在宅療養機器、介護用品10％割引(レンタルは除く）
⑦ファミリーライフクラブ（個人会員制度）

葬儀：祭壇価格の10%割引
仏壇：仏壇、仏具の3%割引(セール品、手元供養品を除く)

巣鴨地蔵通り商店街事務所
03-3918-2101

全日本デリバリー業安全運転協議会 下記加盟店にて特典が受けられます 特典内容は下記にお問合せください。
①  http://www.pizza-la.co.jp/
②ストロベリーコーンズ
    https://www.strawberrycones.com/

②2,000円以上のご注文でプレゼントあり 　ナポリの窯
   https://www.napolipizza.jp/

③ 速配すし「つきじ海賓」本格釜飯「釜福」 ③　045-319-4630

全国約35,000店舗の加盟店で、お持ち帰り用途も含めて使える額面500円券を、3％割引の485円で販売。
※詳しくはお問合せください。
ワンドリンクサービス（宴会は除く）
※全店にて

寿交通(株)
http://www.taxi-kotobuki.co.jp/

銀河鉄道(株)の路線バス（東村山青葉恩多町線、小平国分寺線）
１年間乗り放題「お達者定期」無料進呈

①東京都個人タクシー協同組合（でんでんむしマークの個人タクシー） ①03-3383-3111
②日個連東京都営業協同組合（ちょうちんマークの個人タクシー） ②03-5976-6011
③多摩地区個人タクシー連合会（ちょうちんマークの個人タクシー） ③042-793-0072
④全個人タクシー協議会（全個人マークの個人タクシー） ④03-6915-7313

新宿店　03-6861-9281
府中店　042-367-7710

ダイワサイクル／ダイワサイクルSTYLE
①ダイワサイクル八王子店 ①042-668-9138
②ダイワサイクル東大和店 ②042-563-8678
③ダイワサイクル田無店 ③042-452-9638
④ダイワサイクル馬込店 ④03-6410-7378
⑤ダイワサイクル葛飾店 ⑤03-3838-6788
⑥ダイワサイクル羽村店 ⑥042-533-5678
⑦ダイワサイクル小平店 ⑦042-313-6338
⑧ダイワサイクル練馬北町店 ⑧03-6281-0688
⑨ダイワサイクル町田店 ⑨042-851-7248
⑩ダイワサイクル大泉学園店 ⑩03-5935-4588
⑪ダイワサイクル竹の塚店 ⑪03-5856-4778
⑫ダイワサイクル一橋学園店 ⑫042-312-3348
⑬ダイワサイクル成瀬店 ⑬042-785-4548
⑭ダイワサイクル東小松川店 ⑭03-5879-4588
⑮ダイワサイクルSTYLEアリオ北砂店 ⑮03-5665-1238
⑯ダイワサイクルSTYLEららぽーと立川立飛店 ⑯042-512-6788
⑰ダイワサイクルSTYLEアクロスプラザ東久留米店 ⑰042-420-7188
⑱ダイワサイクル練馬土支田店 ⑱03-6904-6658
⑲ダイワサイクル武蔵野関前店 ⑲0422-27-8898
⑳ダイワサイクル北綾瀬店 ⑳03-5856-3188

東京営業所
03-6205-6210

交
通

タクシー乗車料金10％割引。

(株)セリオ　モビリティショップ府中

エスケイジャパン(株)　東京支店
電動カート「i-walkerⅡ(アイウォーカー２)」を販売価格378,000円より、50,000円引き
※送料別途　地域により異なります

自
転
車
・
カ
ー

ト
等

中国料理　東天紅

タクシー乗車料金10％割引
※他の割引とは併用不可

西武ハイヤー㈱
ひばりヶ丘営業所　久米川営業所

03-3833-4016

0120-150-563

03-3824-9831

地酒の窪田屋 お酒10%割引　※一部商品を除く 03-3922-3416

墓
石
・
仏
壇
等

0120-60-1121
（24時間365日受付）

⑦入会金50,000円のところ5,000円引(入会金のみ・年会費なし・ご家族全員が会員として登録でき、権利
が継承され、多彩な割引特典を何回でも利用可能、毎日の生活から使える割引特典の会員制度)

コーディアルセレモニー西台店
①生前予約　10％割引
②仏壇・仏具　10％割引
③葬儀ご相談お見積　無料

0120-849-404

お墓：外墓地10％割引、堂内陵墓3万円割引、改葬3％割引。
　　　仏壇を定価から30％割引。
ご葬儀：葬儀プランを5万円から最大30万円引。
さくら倶楽部：葬儀や供養に関するあらゆるご不安を解消していただける会員制度。
　　　　　　　年会費無料・３親等まで特典利用可能・終身有効。
　　　　　　　入会金3万円のところ5千円割引。

(株)メモリアルアートの大野屋

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

大野屋テレホンセンター　0120-02-8888
仏事相談営業時間9時から17時まで
（葬儀依頼は24時間対応）

(有)メモリアル･ハート

新規墓石工事代(100万円以上)15％割引　※キャンペーン対象商品除く
お墓の改修・補修・撤去工事代15％割引。
お墓の引越手続き代行無料。
当社ご案内可能霊苑・寺院(都営･市営霊園含む）の見学送迎無料。
仏壇・仏具のカタログ商品（定価3万円以上）価格より15％割引。
お参り・ご供養代行10％割引。

0120-148-408

ニチリョク本社・赤坂支店・多摩支店・高島霊園会館
https://www.nichiryoku.co.jp/member/

お客様相談センター
0120-300-100

商
店
街

巣鴨地蔵通り商店街振興組合
お買い物されたお客様に記念品プレゼント
※商店街事務所にて特典が受けられます（１回限り）

浅草新仲見世商店街振興組合 小そで・かと里・ミドリ屋・いなば・絵邑・とおりゃんせ・コマチヘア・デイジー

須藤石材（株）
墓石工事代5～15％割引
※一部霊園・一部石種を除く

0120-053-827

(株)石乃家
・新規墓石工事代15％割引（キャンペーン対象商品除く）
・お墓の改修、補修、撤去工事15％割引（お見積り無料）
・当社ご案内可能霊園・寺院（都営・市営含む）への見学無料送迎（東京･神奈川･埼玉･千葉）

0120-411-482

03-3844-5400

浅草仲見世商店街振興組合 ヨロズヤ・オカダヤ・サンエス・はなや・もりた・浅草きびだんご・仲見世モリタ・浅草九重 03-3844-3350

人
形

人形の久月　浅草橋総本店 お買い物されたお客様に粗品プレゼント 03-5687-5185

人形の吉德
浅草橋本店・武蔵府中ル・シーニョ店・八王子オクトーレ店

お買い物されたお客様に粗品プレゼント 03-3863-4419

コーチャンフォー若葉台店
ドトールコーヒーショップ

ドリンク１杯をレギュラーサイズからラージサイズへサイズアップ 042-350-7676

孤高のからあげ　用賀店 代金合計から10％割引 03-6877-1252

食
品
等

③全購入金額の10%割引
※他の割引サービスとの併用は出来ません。注文時に「運転経歴証明書」をお持ちの旨お伝えください。

伊藤園
伊藤園専門店直営物販店舗の店頭販売商品を表示価格から10%割引
※都内直営店舗に限る。飲食店舗、百貨店内店舗を除く。

03-5808-6522

全国共通お食事券ジェフグルメカード

伊豆栄本店
伊豆栄不忍亭
伊豆栄梅川亭

ソフトドリンク１杯サービス
本店　　03-3831-0954
不忍亭　03-3832-0785
梅川亭　03-5685-2011

洋食　黒船亭 デザートサービス（本人含む２名まで）

タクシー乗車料金10％割引
※障害者割引とは併用不可。一部除外車両あり。

配車等は下記へお問合せください。

横川観光(株) 0120-489-083

電動カート・電動アシスト付自転車購入者に「車体カバー無料」 042-370-1350

03-3863-6710

自転車中古センター　東村山久米川店

※詳細は店舗スタッフにお気軽にお問合せください。

リユース電動アシスト自転車、店頭販売価格から2,000円オフ。

法人営業
047-407-1972

アビリティーズ・ケアネット(株)
電動伸縮式電動カート「コンパ」を販売金額298,000円より48,000円値引き（非課税商品）
総合生活保障保険付き（１年間）東京都全域送料無料（島諸島除く）試乗体験できます。

0120-834-490
お近くの営業所につながります

修理等出張費無料（東十条駅周辺に限る）。修理・自転車購入費10%割引。
点検、整備、注油無料(自転車、車イス)。スズキセニアカー割引(車種によります)。

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

四輪自転車「エアロクークルM２」購入した方、送料無料、粗品進呈
（定価3,000円相当の自転車カバーまたは専用カゴカバー進呈）

042-306-4311

① ピザーラ

② ストロベリーコーンズ・ナポリの窯

①期間限定でサイドオーダーをサービス

(株)ＮＯＡＡ
https://noaa.jp

050-8883-0598
電動カートご購入前に、タクシーによる無料送迎で、ご自宅周辺の他、近隣の商業施設や観光名所におい
て試乗体験できます。

㈱スズキ自販東京 セニアカー購入時ボディーカバー１個プレゼント 03-5939-4711

フランスベッド・リハテックショップ
自宅での電動カート無料出張サービス
全商品5%割引

お問合せは業務課へ　04-2997-9113
配車センター　0570-05-8180
すべての電話は所沢市の配車センターで
受けています

タクシー乗車料金10%割引
※他の割引とは併用不可

0422-32-5188(代)

銀河鉄道(株) 042-398-0006

(一社)東京都個人タクシー協会
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/

井藤自転車商会 03-3919-2767

①出張修理サービス出張費無料（修理代別途必要・指定エリアあり・ダイワサイクルSTYLEは対象外）
②電動自転車5,000円割引・一般自転車1,000円割引（他の割引等との併用不可・一部対象外あり）
③自転車購入で自転車ヘルメット10％割引（他の割引等との併用不可・一部対象外あり）
④自転車購入で「サポートパック」無料サービス
　※スタンダード、電動アシストは「ライトプラン」をサービスいたします
　・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１年間）
　・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
　・工賃割引（故障してもお得に修理　修理工賃10％割引）

(株)スペースケア
電動カートをご契約いただいた方に、「おまもりくん」をもれなくプレゼント。万が一の際に二次元バー
コード読み取りでご本人の情報が確認できます。

https://www.strawberryconescom/


店舗・グループ名 特典内容 お問合せ先

㈱日本パレード 東京本社
http://www.nippare.com/capor 0120-71-8010
ミズノ
①ＭＩＺＵＮＯ　ＴＯＫＹＯ ①03-3233-7000
②ミズノウエルネスショップ八重洲 ②03-3272-7521
③京王百貨店ミズノ新宿店 ③03-5321-5497
④ミズノウエルネスショップ中野マルイ ④03-6382-7880
⑤ミズノ高島平 ⑤03-5399-5888
⑥ミズノウエルネスショップ北千住マルイ ⑥03-6806-2150
アシックスジャパン㈱
①アシックスウォーキング錦糸町 ①03-3829-5539
②アシックスウォーキング八重洲地下街 ②03-3271-9771
③アシックスウォーキング銀座インズ ③03-3562-5355
④アシックスウォーキング渋谷 ④03-3486-2801
⑤アシックスウォーキング新宿・京王モール ⑤03-3347-5631
⑥アシックスウォーキング吉祥寺 ⑥0422-23-7388
⑦アシックスウォーキング吉祥寺通 ⑦0422-22-1070
⑧アシックスウォーキング荻窪タウンセブン ⑧03-3220-3301
⑨アシックスウォーキングココリア多摩センター ⑨042-373-9271
⑩アシックスウォーキングセレオ八王子 ⑩042-686-3332
⑪アシックスウォーキング二子玉川 ⑪03-3709-5140
⑫アシックスウォーキンググランデュオ蒲田 ⑫03-5713-6260
⑬アシックスウォーキング池袋ショッピングパーク ⑬03-5843-3334
⑭アシックスランウォークギンザ ⑭03-6264-5041

お客様相談室
03-3735-0022

メガネ一式2万円以上購入時10％割引
※一部対象外あり

和真メガネ

www.washin-optical.co.jp

メガネの愛眼
①新小岩銀座店 ①03-3652-8585
②イオン葛西店 ②03-3689-1789
③イトーヨーカドー大森店 ③03-6404-9581
④学芸大学店 ④03-3791-4671
⑤自由が丘店 ⑤03-5701-4141
⑥下北沢店 ⑥03-3465-0255
⑦イオン板橋店　 ⑦03-5920-2501
⑧石神井店　　　 ⑧03-3924-3033
⑨イオン練馬店　 ⑨03-3975-0117
⑩ヨドバシ吉祥寺店 ⑩0422-23-5087
⑪アスタ田無駅前店 ⑪042-460-2255
⑫南大沢店(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店内) ⑫042-677-7066
⑬八王子店(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八王子店内) ⑬042-669-0951
⑭聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ店 ⑭042-376-3582

メガネのタニ
①神田本店 ①03-3291-1007
②昭島モリタウン店 ②042-546-4870
③イトーヨーカドー東村山店 ③042-394-1476
④イトーヨーカドー東大和店 ④042-563-7007
http://www.tany-optics.co.jp/index.html

東日本リオン
①リオネットセンター渋谷店 ①03-5467-4021
②リオネットセンター自由が丘店 ②03-3718-4191
③リオネットセンター杉並店 ③03-5347-4166
④リオネットセンター中野店 ④03-6454-1133
⑤リオネットセンター立川北店 ⑤042-524-5811
⑥リオネットセンター立川南店 ⑥042-523-3321
⑦リオネットセンター石神井公園店 ⑦03-5393-5330
⑧リオネットセンターひばりが丘店 ⑧042-439-3373
⑨リオネットセンター国分寺店 ⑨042-312-2522
⑩リオネットセンター吉祥寺店 ⑩042-220-3311
⑪リオネットセンター調布店 ⑪042-499-3340

ビックカメラ
①メガネ、補聴器10％値引き
②電動アシスト自転車5％値引き
詳しくはビックカメラホームページ、または店舗にお問合せください。

東京都内のお取扱店舗にお問合せください。
https://www.biccamera.co.jp/bic_contact/d
river_license.html

03-3806-4930

服
飾
等

㈱特殊衣料 保護帽アボネット全品10%割引 011-663-0761

自転車用ヘルメット「カポル」指定商品の10％割引及び送料無料

本体価格より10%OFF　※一部対象外商品あり。他の割引との併用不可。

シューズ購入でお買上げ合計より15%OFF
※一部対象外あり。他の優待とは併用不可。

ＥＤＩＳＴ．ＣＬＯＳＥＴ ファッションレンタルお申込み時に、EDIST.CLOSETサイトで使える1,000円相当のポイントプレゼント
03-4577-9791
info@edist-closet.com

家
電
等

メガネフレーム、メガネレンズ10％割引
※本人に限る。他の割引、優待等との併用不可。また、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器、
一部ブランドフレーム、メガネセット商品、特価品、修理品は割引対象外。

補
聴
器

補聴器購入代金10％割引（修理・部品・電池を除く）
※一部対象外あり。本人に限る。他の割引・優待との併用不可。

クラシカエル 補聴器10%割引。電動カート5％割引。 042-588-5050

メ
ガ
ネ
等

メガネドラッグ

アイリスメガネ　ヤエチカ店 03-3274-5991

メガネ・サングラス・補聴器10％割引 0120-048-418

銀座本店、新宿本館、新宿レディースショップ、
新宿ANNEX、アルカキット錦糸町店、
イトーヨーカドー木場店、西友荻窪店、西友巣鴨店、
赤羽すずらん通り店、イトーヨーカドー赤羽店、
リヴィンオズ大泉店、リヴィン光が丘店、アリオ西新井店、
アリオ葛西店、オプタス葛西店、八王子店、
イーアス高尾店、西友吉祥寺店、西友町田店、
国分寺店、西友福生店、イトーヨーカドー東久留米店、
イオンモール東久留米店、西友ひばりヶ丘店

眼鏡10%割引、補聴器5%割引
※本人に限る

ハートアップコンタクト協和
池袋東口店・新宿東口店

眼鏡全品一式20％割引。コンタクトレンズ全品10％割引。
※他の割引･優待等との併用はできません。

眼鏡市場
https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/tokyo/

メガネ・サングラス・補聴器店頭価格より5％割引
メガネの無料洗浄・調整サービス
※他割引併用不可

0120-818-828

池袋東口店　03-3985-9090
新宿東口店　03-3356-9090

リオネットセンター町田 042-727-3311
補聴器10%割引（修理・部品・電池を除く）
※一部対象外あり

カスタマーセンター
045-228-3546

ノジマ

１　税別5,000円以上購入で宅配料金（1,100円）無料
２　配送設置料半額（1,925円）
３　ケータイ・スマホ店頭サービス通常3,240円が半額
※ノジマオンラインは対象外です

メガネ・サングラス(税込5,500円以上)10%割引　補聴器5％割引
※他の割引との併用不可

八王子メガネ☆　八幡町店 眼鏡購入時20%割引 042-626-2031

南千住　メガネのサトウ
https://megane-sato.com

メガネ(フレーム・レンズ)、ハズキルーペご購入時10％割引と粗品進呈　※本人に限る

メガネスーパー
https://www.meganesuper.co.jp/glasses/service/visitser
vis/

メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器　通常価格より15％OFF
※一部除外品あり

03-6833-1812

素敵・快適タカクラメガネ 眼鏡・補聴器20%割引 042-622-7658

http://www.nippare.com/capor
http://www.washin-optical.co.jp/
http://www.tany-optics.co.jp/index.html


店舗・グループ名 特典内容 お問合せ先

※訪問での相談の場合は、交通費のみお支払いいただきます。

ＩＭＳグループ　 運転免許自主返納担当まで
①IMS Me-Life クリニッ ク 池袋 ①03-3989-1112
②IMS Me-Life クリニック 八重洲 ②03-3567-2080
③IMS Me-Life クリニック 新宿 ③03-3375-3371
クルマ買取ＪＣＭ 無料で買取額をお調べします（無料出張査定あり） 0120-322-755
（ジェイシーエム） 自動車買取時に商品券１万円分をプレゼント ryutsu@jcmnet.co.jp
アップル アップル江戸川環七店
江戸川環七店、町田南店 03-5658-0393
アップル
青梅店

現金2万円プレゼント
※詳しい内容と条件は必ずお問合せください。
・成約金額が20万円超で1万円相当のカタログギフト贈呈 0120-020-033
・成約金額が20万円以下で5千円相当のカタログギフト贈呈 運転免許返納特典ページを見て連絡と

http://ucarpac.com/lp/31/ ※カタログギフトは成約月末日から翌々月末までに発送します。 必ずお伝え下さい。

井草店：03-3396-4411
北杉並店：03-3396-4411
阿佐ヶ谷店：03-3396-4411
東久留米店：042-469-6611
田無店：042-463-0064
八王子店：042-648-8100
南八王子店：042-679-9901

センター本部業務第２部：03-6262-5290
①042-337-5322
②042-337-5322
③042-372-4661
④042-375-2112
⑤042-374-0402
⑥042-372-4536

株式会社ナック　ダスキン事業部

ダスキンクリーニング優待特典
お掃除のダスキン全サービスが定価より10％OFF
・標準エアコンクリーニング　税込14,300円　→税込12,870円
・キッチンクリーニング　税込18,700円　→税込16,830円
・浴室クリーニング　税込19,800円　→税込17,820円
・洗面所・トイレクリーニング　税込18,920円　→税込17,028円

0120-666-999

生
活

中古車買取・廃車買取のカーネクスト
https://cmgroup.jp/

車の買取価格を増額
普通車プラス1万円、軽自動車プラス5千円

0120-301-456

ハッピーカーズ府中店
車の買取価格増額
普通車プラス２万円、軽自動車プラス1万円

070-3315-1173
nakajima@happycars.jp

京葉オートライフ株式会社
買取ご成約でお米５kgをプレゼント
江戸川区・葛飾区引取無料

03-3651-0111

車
買
取

法
律
関
係

いずみかわ司法書士事務所
不動産登記（相続・抵当権抹消など）及び商業登記（会社設立・役員変更など）、ペットのための信託に
関する相談初回無料 03-6912-6544

岡高志行政書士事務所
https://okatakashi.net

遺言書作成・相続についての初回相談無料（60分間まで）。訪問での相談の場合は交通費のみお支払いい
ただきます（大田区・世田谷区・目黒区であれば交通費不要）

弁護士法人エース
銀座事務所・横浜事務所・浜松事務所
https://ace-law.or.jp/

遺言作成のご相談を無料で承ります。
ご依頼時の事務手数料を１万円割引いたします。

0120-905-959

司法書士法人リーガル・ソリューション
https://www.legal-solution.jp/

初回相談無料（時間無制限）
遺産相続手続き・生前対策手続き報酬10％オフ
出張相談無料

0120-014-677

03-6315-6209
oka@okatakashi.net

スタートライン行政書士事務所
https://st-line-isansouzokusoudan.jp/

相続に関する手続き・遺言・任意後見等の初回相談無料
正式に依頼された場合、料金から5,000円割引

03-6809-4370

司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

土地・建物の相続登記義務化に関する「司法書士相談60分無料」
相続によるご自宅の名義変更、遠方の土地・建物の相続についても対応いたします。
大田区内であれば、大田区池上の事務所から訪問いたします。

03-5747-4666
mail@44s4-kobayashi.com

弁護士法人えそら
https://esola-law.or.jp/

遺産相続・家族信託・遺言のご相談を無料で承ります。 03-4233-0796

0120-0556-52
info@souzoku-isan.net

医
療

平河町鍼灸治療院 初回半額

①査定時、ご提示金額より2％ＵＰ　※免許返納サポートを見たとお伝えください
②ご成約時、東京都下引取無料

03-3239-6555

全額自費による人間ドッグ51,700円（税込）を39,600円（税込）でご受診可

いずれかの店舗でお車売却後、6ヶ月以内に運転経歴証明書の交付を受け、提示またはFAXいただいた方、
美味しいお米5kgプレゼント

0120-78-6610

ローラ＆カーラ
下記よりローラ＆カーラのパンフレットをご覧いただけま
す。
https://kk-craze.co.jp/wp-
content/uploads/2021/07/pamphlet.pdf
弊社取扱商品の一部は下記ショッピングサイトからもご確認
いただけます。
https://crazerandc.base.shop/

0120-110-882

0120-641-184

ペットフード・ペット雑貨等の「運転経歴証明書特典割引サービス」
ご購入金額の5～10％割引
原則として全てお電話でのご注文となり、商品はご自宅までお届けいたします。
①ペットフード・ペット関連グッズ
②生活必需品（食品）、お中元、お歳暮等のギフト
③宅配弁当（管理栄養士監修）

0120-072-002
月～土　9:30～18:30（日・祝日休業）

0120-555-712

03-6812-2295

予約・相談フリーダイヤル
0120-583-587（無休・24時間）

03-3299-3111

サンヨーホームズ(株)　東京マンション事業部
http://s-hitachino.jp

「サンミットひたち野東ステーションフロント」（シニア向け分譲マンション）
販売価格のうち、建物価格の1％割引（最大40万円）

駐車場シェアリング「特Ｐ」に登録（貸し出し可能状態）すれば、特典として現金5,000円を
プレゼント。
※１回限り
特典を利用する場合は、必ず事前に「運転経歴証明書をお持ちであること」をご連絡お願いします。
（「特Ｐ」は自宅の駐車場や空きスペースを使わない時間だけ貸すことができるサービスです。）

(株)クラシアン
水道修理、トイレのつまり除去などの作業料金を10％割引
※他の割引との併用不可。ご予約時に特典利用の旨お伝えください。

京王不動産㈱ 不動産売買の仲介手数料(税抜)10%割引　※本人に限る

（公財）自転車駐車場整備センター
①聖蹟桜ヶ丘駅南駐輪場
②聖蹟桜ヶ丘駅東駐輪場
③聖蹟桜ヶ丘駅西駐輪場
④多摩センター駅南駐輪場
⑤京王永山駅駐輪場
⑥唐木田駅駐輪場

定期利用契約料金を減額料金（通常料金の半額）とする

①東京本社
03-5672-7071
②西東京支店
042-452-5631

お車の査定時に運転経歴証明書をご提示いただいたお客様にクオカード500円分をプレゼント。
さらに、買取ご成約されたお客様には
・20万円以上のご成約金額の方は1万円分のクオカードをプレゼント
・20万円未満のご成約金額の方は5千円分のクオカードをプレゼント
※関東エリア無料で出張査定に伺います
　バッテリー上がりのお車、車検切れのお車でも引き上げ手数料は無料です
　運転経歴証明書のご本人様とご家族様が対象となります

(株)コーリンオート
①東京本社
②西東京支店
https://www.callin.co.jp

外車王　https://www.gaisha-oh.com
旧車王　https://www.qsha-oh.com

お車をご売却いただいた方に旅行券1万円分と車デザインのキーホルダーをプレゼント
外車王　0120-1960-35
旧車王　0120-389-777

廃車買取おもいでガレージ
https://www.omoide-garage.com

軽自動車プラス3,000円で買い取り
普通車プラス5,000円で買い取り

0120-061-502

車選びドットコム
https://www.kurumaerabi.com
ＣａｒＭｅ
https://car-me.jp

当社サイトを通じてお車を売却された方に、申告いただいた場合、クオカード1,000円分プレゼント 0120-994-996

ハイエース買取専門店　ボロボロエースカウカウ
https://directstock.co.jp

ハイエースの買取成約で1万円分のAmazonギフトをプレゼント
ハイエース以外の買取成約で5千円分のAmazonギフトをプレゼント
※いずれもご売却後、運転経歴証明書のFAXをいただいた方に限る

アップガレージ
①横浜町田総本店
②国立府中インター店
③東村山店
④練馬店
⑤サイクルズ横浜町田店
⑥ライダースナップス三鷹東八店
⑦ライダースナップス足立店
⑧ライダースナップス多摩境店
⑨パーツまるごとクルマ＆バイク買取団 横浜町田本店
⑩ツールズ横浜町田店
⑪ツールズ東村山店
https://www.upgarage.com

①パーツ・工具の買取（自動車・バイク・自転車）、自転車車体の買取
　買取金額20％アップ
②車体（自動車・バイク）の買取
　買取金額100,000円以上でクオカード10,000円分プレゼント
　買取金額100,000円未満でクオカード1,000円分プレゼント
　※部品どりの車体はパーツ買取に含む

詳しくは、ホームページをご覧ください

①042-788-5445
②042-501-9559
③042-390-5582
④03-5923-0505
⑤042-788-3196
⑥0422-40-6120
⑦03-5849-3374
⑧042-703-6180
⑨0120-017-182
⑩042-706-2345
⑪042-397-6000

廃車ひきとり１１０番

0120-88-4616

03-5787-6802

(株)アース・カー
https://media.toku-p.earth-car.com/owner/

自動車買取成約で、買取金額に関わらずＪＣＢギフト券1,000円分をプレゼント（後日送付）

東京ガスライフバル
北杉並・南杉並・西東京・八王子

ガス機器成約金額10万円以上で2,000円割引

カーチス多摩
ガチアウトレット　カーチス江戸川

遺産相続手続まごころ代行センター
https://www.souzoku-isan.net/

遺産相続手続き・遺言等の初回60分無料相談が90分まで延長可。
正式にご依頼された場合、料金から5,000円割引いたします。

税理士法人トゥモローズ
https://tomorrowstax.com/

相続税申告報酬10％オフ
0120-916-968
info@tomorrowstax.com

(株)オートランド東京
autoland.jp

１　廃車・事故車・中古車買取プラス1万円（軽自動車は5千円）
２　無料査定

(株)Ａｚｏｏｐ
https://market.trck.jp/

出品していただいた車両の売買成約時、Amazonギフト券1万円分プレゼント

0120-55-0010

ユーカーパック

mailto:ryutsu@jcmnet.co.jp
http://ucarpac.com/lp/31/

