運転免許自主返納者に対する支援事業所一覧表

（市・町別）

県内全域
支援企業・団体

追番
1

2

セコム（株）

支援内容

（県内各地）

お問い合わせ先

ココセコム加入料金を１，０００円割引
作業料金の１割引
・水回りの緊急メンテナンス
・給水設備工事
・住宅設備機器の販売、施工

（株）クラシアン（山口営業所）
※ 県内全て対応可

083-924-2926
（山口統轄支社）
支 援 専 用
フリーダイヤル

・水道衛生設備工事
・排水設備工事
・住まいのリフォーム

（２４時間受付）
0120-583-587
【本 社】

045-473-8731

3

車買取「無料出張査定」を利用し、車を売却した方に買取
金とは別に１万円分の商品券を贈呈
※ただし売買代金が５万円未満は対象外
※離島は除く
※令和３年１１月１日～令和４年１月３１日までの間は、カタ
ログギフトも贈呈

(株)ＪＣＭ

0120-322-755

岩国市
■

公共交通機関
支援企業・団体

追番

支援内容

お問い合わせ先

1

(株)岩国駅構内タクシー

タクシー料金の１割引

0827-21-1111

2

(株)岩国交通

タクシー料金の１割引

0827-21-1241

3

(有)北河内駅構内タクシー

タクシー料金の１割引

0827-21-1111

4

玖珂第一交通（株）

タクシー料金の１割引

0827-82-2311

5

(有)朝日タクシー

タクシー料金の１割引

0827-41-2131

6

双葉タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0827-31-7171

7

（有）高森タクシー

タクシー料金の１割引

0827-84-0506

8

（有）周東タクシー

タクシー料金の１割引

0827-84-0506

9

第一交通（株）

タクシー料金の１割引

0827-31-5151

10 （有）広瀬タクシー

タクシー料金の１割引

0827-72-2529

11 （有）美和タクシー

タクシー料金の１割引

0827-96-0102

12 （有）錦タクシー

タクシー料金の１割引

0827-41-0673

13 （有）通津タクシー

タクシー料金の１割引

0827-38-1560

14 （有）富士タクシー

タクシー料金の１割引

0827-63-0038

タクシー料金の１割引

0827-32-2525

タクシー料金の１割引

0827-24-3470

タクシー料金の１割引

0827-75-2162

岩国個人タクシー協同組合 （３事業所）
15

オカタクシー

戎谷タクシー

小泉タクシー
16

岩国個人タクシー協会 （２事業所）
西本タクシー

17 (有)本郷タクシー

松本タクシー
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岩国市
■ その他
1

(株)スズキ自販山口
アリーナ北岩国

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

0836-45-0100
（本社）

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

(株)ファッションクリーニング金井 （３店舗）
2

丸久由宇店

マックスバリュ玖珂店

アルク玖珂店
(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン（４店舗）
3

玖珂店

岩国錦見店

岩国平田店

南岩国店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

あさひ製菓(株) （５店舗）
【果子乃季】

4

玖珂店

岩国店

由宇店

南岩国店

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

【錦果桜】
山口県自転車軽自動車商協同組合岩国支部
二輪車販売店協会岩国支部の加盟店(20店舗)

5

ホシノ輪業商会

ひろなかサイクル

松重サイクル

橋本自転車商会

藤本サイクル

ファクト藤本商会㈲

重本サイクル

㈲バイクシティー若木

石﨑自転車店

モトショップハヤシ

岡崎自転車店

サイクルショップふじい

重田自転車店

むらもとオートショップ

ムラナカサイクル

サイクルセンターエモト

富重自転車店

田丸サイクル商会

0827-63-0502
（ムラナカサイクル）
電動カー・電動アシスト自転車・普通自転車の購入割引（２％～１５％）

0827-31-7039
(岡崎自転車）

三福輪業 （川下店 麻里布店）
6

（株）フジマ のん太鮨 岩国店

飲食代の１割引（割引上限額５，０００円まで）

0820-22-7780
（本社）

7

眼鏡市場 岩国店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0827-32-6110

8

吉川史料館

入館料５００円を４００円に割引

0827-41-1010

9

岩国美術館

入館料８００円を６４０円に割引

0827-41-0506

10 （株）ゆう温泉

入浴料９９０円を８９０円に割引

0827-63-0755

11 岩国西商工会

周東、玖珂、由宇支所の会議室の利用料半額
（通常１時間１，０００円のところ５００円）

0827-84-0271

12 白木家電ガス（株）

商品の５％割引
商品購入時にオリジナルタオルを進呈

0827-82-2581

13 メディカルサロン くまさん家

施術料金の１割引（同伴者含む）

080-1942-2570

14 （株）光電岩国補聴器センター

補聴器購入料金を定価から１割引

0827-22-1220

15 （株）高野山スズキ スズキアリーナ岩国中央

電動カート購入時、上限２０,０００円の部品・用品を進呈

0827-23-1541

和木町
■ 公共交通機関
1

和木町

和木町コミュニティバス（あいあいバス）の乗車料金１００円を無料
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0827-52-2135

柳井市
■ 公共交通機関
1

柳井第一交通（株）

タクシー料金の１割引

0820-22-1261

2

柳井三和交通（有）

タクシー料金の１割引

0820-22-3333

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

0836-45-0100
（本社）

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

■ その他
1

(株)スズキ自販山口
アリーナ柳井
(株)ファッションクリーニング金井 （４店舗）

2

本店

ゆめタウン柳井店

マックスバリュ新庄店
3

マックスバリュ柳井店

(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン
イオン柳井店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

あさひ製菓(株) （６店舗）
【果子乃季】
総本店
4

5

ゆめタウン柳井店

【シュシュ】

柳井店

【シュクルヴァン】
柳井店
【きじや】
【ばさら窯】
(株)フジマ （２店舗） 【さざん亭】 柳井店
【一心】

6

(株)フジ フジ柳井店

7

眼鏡市場 柳井店

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

飲食代の１割引（割引上限額５，０００円まで）

0820-22-7780
（本社）

会計時５％割引
※ 商品券、ギフト券、POSAカードなどの金券に関するも
の、はがき、切手、印紙、たばこ、銘菓、酒類、指定ごみ
袋、ギフトカタログ掲載商品、ギフトコーナー展開商品、
一部催事商品、書籍、年賀状印刷にはご利用になれま
せん。また、他の割引サービスとの併用もできません
眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0820-23-8011

0820-24-1488

周防大島町
■ 公共交通機関
1

大島観光タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0820-74-3030

2

（有）東和タクシー

タクシー料金の１割引

0820-77-0200

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

■ その他
1

あさひ製菓(株)

果子乃季

2

ホテル＆リゾート
サンシャイン サザンセト

3

周防大島町

4

周防大島町

5

（株）アロハオレンジ
ペンションオレンジランド

6

グリーンステイながうら

7

道の駅「サザンセトとうわ」

8

有限会社久観交通

大島店

温泉入浴料１，２００円を８４０円に割引
（日帰り入浴の受付は１２：００～１７：００に限る）
※ ７月１日から８月３１日までの間、割引対象外
「星野哲郎記念館」入館料を無料
「周防大島文化交流センター（民俗学者
宮本常一の展示室等）」入館料３００円を無料
コーヒー（大島の姉妹島「ハワイカウアイ島のコーヒー」）
１杯サービス（本人を含め４名まで）

0820-78-2121

0820-78-0365
0820-78-2514
0820-72-2860

施設内レストランにおいて、フリードリンクをサービス
（本人を含め４名まで）

0820-79-0021

記念品を贈呈 ※ 記念品交付場所…柳井警察署、
周防大島幹部交番、平生幹部交番に限る

0820-78-0033

福祉タクシー料金の１割引
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0820-72-1197

上関町
■ その他
1

菓舗 よこみち 上関店

商品の１割引

0820-62-0142

2

（有）和風レストラン 漁宴

飲食代金の５％割引

0820-62-1200

田布施町
■ 公共交通機関
1

原田タクシー（有）

タクシー料金の１割引

0820-52-2062

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

■ その他
1

(株)ファッションクリーニング金井
タウンエイト店

2

(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン
田布施店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

3

観光農園 ファームランド

入園料５２５円を２２５円に割引
（手帳提示者及び同伴者１名）
苗（米）の配達料金の５割引
臼引きの集荷・配達料金の５割引

4

小川米穀店

白米の販売価格の割引
・ 来店による購入者（１０kgにつき１００円の割引）
・ 配達による購入者（１０kgにつき５０円の割引）

0820-52-2388

5

サンピット（株） 田布施給油所

石油製品（灯油等）の配達料を無料

0820-52-5301

6

(株)山崎石油

7

池本精肉店

商品の５％割引

0820-52-2007

8

美食

商品の５％割引
１，０００円以上の商品配達料を無料
（田布施町内居住者対象）

0820-55-6147

9

友末旅館

宿泊料金を１泊につき５００円割引

0820-52-2033

ガソリン・軽油・灯油料金を１リッター当たり２円割引

0820-52-1808

0820-55-5810

平生町
■ 公共交通機関
1

（有）平生タクシー

タクシー料金の１割引

0820-22-3333

2

福祉タクシーなないろ

タクシー料金の１割引

080-5626-7716

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

■ その他
1

(株)ファッションクリーニング金井 （２店舗）
アルク平生店

マックスバリュ平生店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

2

(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン
イオンタウン平生店

3

あさひ製菓(株)

4

（有）皇座山

5

（有）ホテル ニューひらお

飲食代及び宿泊代金の５％割引

0820-56-5151

6

サンピット（株） 平生給油所

石油製品（灯油等）の配達料を無料

0820-52-5301

7

菓舗 よこみち 平生店

商品の１割引

0820-62-0142

果子乃季

平生店

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く
商品の５％割引
「シーサイドホテル上関」の「レストラン皇座山」で
食事（１人１，３００円以上）をされた方の温泉入浴料
６００円を無料（本人を含め２名まで）
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0834-22-8980
（本社）
0820-22-0757
（総本店）
0820-58-0555

光市
■ 公共交通機関
1

（有）西部光タクシー

タクシー料金の１割引

0833-71-1197

2

(有）岩田タクシー

タクシー料金の１割引

0820-48-2050

3

(有）大和タクシー

タクシー料金の１割引

0820-48-2050

4

周南近鉄タクシー(株) 光営業所

タクシー料金の1割引

0833-72-0123

5

ベリーサービス（介護タクシー）

タクシー料金の1割引

0120-009-790

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

0836-45-0100
（本社）

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

■ その他
1

(株)スズキ自販山口
アリーナ光
(株)ファッションクリーニング金井 （３店舗）

2

浅江店

マックスバリュ室積店

アルクベスト店
(株)岩崎宏健堂
3

クスリ岩崎チェーン （３店舗）

光浅江店

光井店

光小周防店
4

あさひ製菓(株) （２店舗） 果子乃季
光井店

浅江店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

5

ささ乃や（室積商店会）

食事代から３００円を割引
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-79-3308

6

海商館
（室積商店会）

食後のドリンクをサービス
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-79-3331

7

かんぽの宿 光
（室積商店会）

入浴料５００円を３００円に割引
・グループ全員に本人と同じサービス
・子ども入浴料３００円は１５０円に割引

0833-78-1515

8

お食事処「みやもと」 （室積商店会）

食事代の１割引 （グループ全員に本人と同じサービス）

0833-78-0103

9

むら屋

商品購入時に、「光の里」（菓子）を進呈
※ 「光の里」売り切れ時には、相応の商品を進呈

0833-71-0738

一部特約商品を除き、商品を２０％割引
（グループ全員に同じサービス）

0833-72-2500

一部商品を除き１割引
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-78-0276

12 （有）いたくら呉服店 （室積商店会）

国産の肌着を２５％割引
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-78-1673

13 網干時計 （室積商店会）

一部商品を除き２割引
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-78-0178

14 光ギフトセンター

食品・洗剤を１割引、一般商品を２割引
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-72-7000

15 たこやき「まっちゃん」 （室積商店会）

商品を２０円引き
（グループ全員に本人と同じサービス）

0833-78-1319

16 犬の床屋さん「ＤＯＧ ＬＯＶＥ」 （室積商店会）

ペット（犬）の美容代金を１割引

0833-78-2355

10 （株）ヤマウチスポーツ光店
11

トイランドさわい
（室積商店会）

17 café The Garden
18 コーヒーボーイ光店

３００円以上の商品全て１００円引き
※対象は本人のみ、他の割引サービスとの併用不可
量り売りコーヒー３０％割引
（グループ全員に本人と同じサービス）

‐
0833-74-1444

19 カイロプラクティック スマイルぷらす

初回施術料６５００円が３２５０円に割引（半額）

080-6349-8372

20 フジイ時計店

眼鏡５０％割引
視力測定、眼鏡整形無料サービス

0820-48-4888
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下松市
■ 公共交通機関
1

西部下松タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0833-43-0003

2

メトロ交通（株）

タクシー料金の１割引

0833-41-1118

3

周南近鉄タクシー(株) 下松営業所

タクシー料金の１割引

0833-41-0100

4

花岡タクシー

タクシー料金の１割引

0833-44-8311

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

0836-45-0100
（本社）

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

■ その他
(株)スズキ自販山口 （２店舗）
1

Ｕ’ｓステーション下松
アリーナ徳山

2

(株)ファッションクリーニング金井
アルク生野屋店
(株)岩崎宏健堂

クスリ岩崎チェーン （２店舗）

3
下松望町店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

0834-22-8980
（本社）

下松花岡店

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

下松店

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

飲食代の１割引
（割引上限額５，０００円まで）

0820-22-7780
（本社）

あさひ製菓(株) （３店舗）
4

【果子乃季】
【シュクルヴァン】

サンリブ店

下松店

(株)フジマ （３店舗）
5

【さざん亭】
【のん太鮨】

徳山店 モール周南店
下松店

6

眼鏡市場 下松店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0833-48-0128

7

下松市笠戸島開発センター
国民宿舎大城

笠戸島大城温泉入浴料の割引
（市内居住者は、通常６１０円のところ３００円）
（市外居住者は、通常７２０円のところ４００円）

0833-52-0138

8

（株）ヤマウチスポーツ本店

一部特約商品を除き、商品を１５％割引

0833-41-4355

9

くだまつ健康パーク

入場料を通常料金１，９５０円から２００円割引

0833-41-2600

10 くだまつスポーツセンター

ボーリング場の１ゲーム通常料金を５０円割引

0833-43-6666

11 （有）朝日屋

食肉加工品（ハム・ベーコン等）購入価格の５％割引

0833-41-0448

12 （株）菓匠茶屋

大判焼を５個まとめて購入する際、１５０円割引

0833-44-1718

星プラザテナント会 （５店舗）

13

※ いずれの店舗も他の割引サービスとの併用不可

菓舗 松の実

商品の１割引

ベルステラ

ジェラートを２０円～５０円割引

オリエンタル

コーヒーの１００円割引

林正美堂

１万円以上のメガネ・補聴器の１割引（セット商品を除く）

クレサンベール山田

１,１００円以上商品お買い上げ時５％割引
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0833-45-1100

周南市
■ 公共交通機関
1

（有）呼鶴タクシー

タクシー料金の１割引

0833-91-0039

2

三和交通(株)

タクシー料金の1割引

0834-31-3355

3

周南近鉄タクシー(株) 徳山営業所

タクシー料金の１割引

0834-21-0088

4

(有)西部新宿交通

タクシー料金の１割引

0834-26-1234

5

第一交通(株)

タクシー料金の１割引

0834-21-0015

6

(有)徳山西部交通

タクシー料金の１割引

0834-26-1111

7

福川第一交通（株）

タクシー料金の１割引

0834-63-0735

8

中須タクシー

タクシー料金の１割引

0834-88-0160

9

（有）ススマタクシー

タクシー料金の１割引

0834-88-0600

10 （有）富士タクシー

タクシー料金の１割引

0834-68-3077

11 エポックスワン(有)

タクシー料金の１割引

0834-28-2322

タクシー料金の１割引

0834-29-0709

タクシー料金の１割引

0834-25-3580

クリーニング代金を５％割引（特殊品を除く。）

0820-22-5348
（本社）

西松原営業所

徳山地区個人タクシー協会 （６事業所）
12

山根タクシー

住本タクシー

竹下タクシー

明石タクシー

千葉タクシー

藤井タクシー

徳山個人タクシー協同組合 （９事業所）

13

渡部タクシー

野村タクシー

福田タクシー

入部タクシー

山田タクシー

美濃屋タクシー

谷口タクシー

山本タクシー

足利タクシー

■ その他
1

(株)ファッションクリーニング金井
アルク徳山東店
(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン（１１店舗）

2

熊毛店

新地店

遠石店

南銀座店

徳山一の井手店 永源山公園店
徳山秋月店

徳山緑町店

徳山久米店

イオンタウン周南店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

須々万店
あさひ製菓(株)
3

果子乃季 （７店舗）

熊毛店

遠石店

徳山店

ゆめタウン徳山店

徳山駅店

ゆめタウン新南陽店

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

飲食代の１割引
（割引上限額５，０００円まで）

0820-22-7780
（本社）

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0834-27-4788

新南陽店
4

(株)フジマ （２店舗）

【のん太鮨】
【八丁櫓】

周南店

5

眼鏡市場 周南店

6

農家レストランたぬき

7

徳山動物園

入園料６００円を半額に割引
年間パスポート１，５００円を７５０円に割引

0834-22-8640

8

ホテルサンルート徳山

宿泊正規料金２０％割引

0834-32-2611

9

東善寺やすらぎの里

入浴料６００円を半額に割引

0833-92-0058

10 国民宿舎湯野荘

入浴料４８４円を半額に割引

0834-83-2151

11 石船温泉

入浴料の割引
・周南市内の方２００円を１００円
・市外の方６２０円を３１０円

0834-68-2542

一人あたり１，０００円以上の食事につきコーヒー又は紅
茶のサービス
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0834-68-4332

周南市
12 芳山園

入浴料大人６６０円を５５０円に割引

0834-83-2255

13 岡寺産業

記念品製造販売 商品価格の５～２０％割引

0834-31-4321

介護カタログ（「介援隊」無料配布）に掲載されている
商品を２割引（電動カーを除く）
商品購入時に「歩行補助用杖」を進呈

14 （有）ゆとり工房
15

九州リオン（株）
リオネットセンター周南

16

日本基準寝具株式会社
エコール周南営業所

補聴器購入料金を定価から１割引
※ 修理、部品を除く
リビングサポートの定額料金から１０％割引
（家事代行、ハウスクリーニング、家屋補修等）

0834-21-7733
083-976-0324
0833-91-7550

（株）高野山スズキ（２店舗）
17

電動カート購入時、上限２０,０００円の部品・用品を進呈
スズキアリーナ熊毛

0834-39-0526

徳山営業所

（スズキアリーナ熊毛）

0834-31-6000
（徳山営業所）

18 ピンポンハウス徳山

月会費及び一般利用時の料金を２割引き
※入会金３，０００円は除く

0834-32-4133

19 (株)紫水園

入浴料 大人６５０円を５５０円に割引

0834-83-2345

20 呼鶴温泉(株)

入浴料 大人６００円を５００円に割引

0834-91-0457

防府市
■ 公共交通機関
1

日の丸タクシー(株)

タクシー料金の１割引

0835-22-0897

2

防府構内タクシー(株)

タクシー料金の１割引

0835-22-4333

3

防府日本交通（株）

タクシー料金の１割引

0835-22-0988

4

(有)周防タクシー

タクシー料金の１割引

0835-22-2730

5

日名内タクシー(有)

タクシー料金の１割引

0835-22-0471

6

(有)三田尻タクシー

タクシー料金の１割引

0835-22-0154

7

湯田都タクシー(株)防府営業所

タクシー料金の１割引

0835-22-0130

8

(有)エス・ディー・エスチャレンジャー

タクシー料金の１割引

0835-23-3321

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

0836-45-0100
（本社）

■ その他
1

2

3

(株)スズキ自販山口
アリーナ防府
(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン （５店舗）
防府駅南店
防府中関店
防府牟礼店
イオンタウン防府店
コスパ防府店
あさひ製菓(株) 果子乃季 （３店舗）
国衙店
ゆめタウン防府店
三田尻店

4

フクダサイクル

5

(株)フジマ

6

眼鏡市場 イオンタウン防府店

7

三田尻塩田記念産業公園

8

防府市青少年科学館

9

イオンリテール(株)

のん太鮨

防府店

（株）三友 （３店舗）
10

ドコモショップ防府店
ドコモショップロックシティ防府店
ドコモ携帯ショップゆめタウン防府店

11 （株）高野山スズキ スズキアリーナ防府中央

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

電動アシスト自転車、電動カートの購入時に５，０００円割引

0835-23-8300

飲食代の１割引（割引上限額５，０００円まで）

0820-22-7780
（本社）

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）
入園料を１００円割引
※ 運転卒業者サポート手帳のみ有効
入館料を１００円割引
電動アシスト自転車（三輪タイプも含む）又は
電動車いすの購入で、商品券（５千円）贈呈
携帯電話機の新規・機種変更の端末契約時に
店舗価格より１，０００円割引
（同伴の家族を含む）
※ 運転卒業者サポート手帳のみ有効
電動カート購入時、上限２０,０００円の部品・用品を進呈
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0835-25-3918
0835-25-3510
0835-26-5050
イオン防府店
0835-24-5721
0120-244-902
0120-690-661
0120-790-661
0835-22-2539

山口市
■ 公共交通機関
1

山口交通（株）

タクシー料金の１割引

083-927-0405

2

山野タクシー（株）

タクシー料金の１割引

083-928-1940

3

(株)大隅タクシー

タクシー料金の１割引

083-922-0860

4

湯田都タクシー(株)湯田営業所

タクシー料金の１割引

083-922-0232

5

防府日本交通(株)山口営業所

タクシー料金の１割引

083-922-1881

6

(有)中司タクシー

タクシー料金の１割引

083-922-0812

7

いさむや第一交通(株)

タクシー料金の１割引

083-922-1368

8

(有)徳佐タクシー

タクシー料金の１割引

083-956-0640

9

地福タクシー

タクシー料金の１割引

083-952-0305

10 島地タクシー（有）

タクシー料金の１割引

0835-54-0102

11 （有）平和タクシー

タクシー料金の１割引

0835-52-1500

12 （有）嘉川タクシー

タクシー料金の１割引

083-989-2102

13 小鯖コミュニティタクシー推進協議会

基本運賃３００円を１００円に割引

14 宮野地区コミタク運行協議会

基本運賃３００円を１００円に割引

15 藤木おたっしゃ号運営協議会

基本運賃３００円を１００円に割引

16 嘉川コミュニティタクシー推進協議会

基本運賃３００円を１００円に割引

山野タクシー(株)
083-928-1940
湯田都タクシー(株)
083-922-0232
島地タクシー（有）
0835-54-0102
（有）嘉川タクシー
083-989-2102

17 サルビア号を育てる会

基本運賃２００円を１００円に割引

いさむや第一交通(株)
083-972-0208
湯田都タクシー（株）
083-972-0023

18 佐山地区自治連合会

基本運賃３００円を１００円に割引

（有）嘉川タクシー
083-989-2102
【北東部循環線】
中央交通（株）

19 阿知須コミュニティ交通協議会

基本運賃３００円を１００円に割引

0836-65-4040
【南部東西往復線】
㈲宇部相互タクシー

0836-65-4433

20 吉敷地域コミュニティタクシー運行協議会

基本運賃３００円を１００円に割引

【運行協議会】
083-922-3344
【湯田都タクシー】
083-922-0232

■ その他
1

2

3

(株)スズキ自販山口 （３店舗）
アリーナ山口西 Ｕ’ｓステーション山口
アリーナ小郡
(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン （１０店舗）
山口湯田店
山口米屋町店
メルクス山口店 山口北店
湯田温泉駅前店 山口大内店
山口吉敷店
維新公園店
湯田西店
イオンタウン小郡店
あさひ製菓(株) （９店舗）
【果子乃季】 平川店
ゆめタウン山口店
大内店
小郡プラッツ店
新山口駅店
【シュシュ】
山口店
【シュクルヴァン】 山口店 新山口駅店

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

商品の５％割引

0836-45-0100
（本社）

0834-22-8980
（本社）

0820-22-0757
（総本店）

【果子乃季＆シュクルヴァン】 新山口駅２号店
眼鏡市場（３店舗）
4

イオンタウン小郡店

山口店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

山口大内御堀店
5

(株)フジマ

のん太鮨

6

ホテルかめ福

山口店

飲食代の１割引（割引上限額５，０００円まで）
宿泊料（基本料金）を１割引 （本人を含め4名まで）
※ 一部割引できないプランがありますので、
事前にお問い合わせください。
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イオンタウン小郡店
083-974-0798
山口店
083-920-8881
山口大内御堀店
083-927-5449
0820-22-7780
（本社）
083-922-7000

山口市
7

道の駅願成就温泉

入浴料を半額に割引

8

山口ふれあい館

入浴料を半額に割引

083-923-3351

9

リサイクルプラザ

入浴料を半額に割引

083-927-7122

※ 入湯税を除く

083-957-0118

10 海眺の宿あいお荘

入浴料を半額に割引

※ 入湯税を除く

083-984-2201

11 ロハス島地温泉

入浴料を半額に割引

※ 入湯税を除く

0835-54-4545

12 老人憩の家 寿泉荘

入浴料を半額に割引

083-924-4115

13 老人憩の家 嘉泉荘

入浴料を半額に割引

083-989-4787

14 老人憩の家 潮寿荘

入浴料を半額に割引

083-984-2110

15 湯田温泉観光回遊拠点施設（足湯施設）

足湯使用料を半額に割引

083-921-8818

16 （株）四辻農機

電動カーの購入割引（１０％～１５％）
農作業料金の１割引

083-986-2022

17 ダスキン江崎支店
18 （有）山口県補聴器センター
（株）三友
19

20

ドコモショップゆめタウン山口店
日本基準寝具株式会社
エコール山口営業所

21 山海食品工業（株） 須恵の郷山口店

22 アノサイクル（（株）協栄製作所）

家事おてつだいサービスの１割引
お掃除おまかせサービスの１割引
補聴器購入料金を定価から１割引
※ 修理、部品を除く

083-989-2194
0120-100-981
083-928-1155

携帯電話機の新規・機種変更の端末契約時に
店舗価格より１，０００円割引（同伴の家族を含む）
※ 運転卒業者サポート手帳のみ有効

0120-730-661

リビングサポートの定額料金から１０％割引
（家事代行、ハウスクリーニング、家屋補修等）

083-976-0324

商品代金の５％割引
電動アシスト付き四輪自転車「けんきゃくん」を購入した際
に、自転車カバーを贈呈

083-941-6818
【本社】
053-425-2511

※けんきゃくん
23 （株）高野山スズキ スズキアリーナ山口中央

電動カート購入時、上限２０,０００円の部品・用品を進呈
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083-934-1313

宇部市
■ 公共交通機関
1

宇部第一交通（株）

タクシー料金の１割引

0836-33-3511

2

宇部構内タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0836-32-2222

3

（有）西部トモエ交通

タクシー料金の１割引

0836-31-3185

4

宇部山電タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0836-44-1144

5

スズランタクシー（株）

タクシー料金の１割引

0836-21-2105

6

（有）ときわタクシー

タクシー料金の１割引

0836-21-4141

7

中央交通（株）

タクシー料金の１割引

0836-21-0121

8

（有）宇部相互タクシー

タクシー料金の１割引

0836-31-1733

タクシー料金の１割引

0836-58-2039

10 介護タクシーハピネス

タクシー料金の１割引

0836-21-8354

11 宇部市交通局

回数乗車券（１００円×１１枚綴り）を交付
※ 宇部警察署において運転免許自主返納
手続と同時に交付（宇部市民対象で１回限り）

0836-31-1133

宇部個人タクシー協会 （６事業所）
9

地主タクシー

村上タクシー

ヤマグチタクシー

鹿島タクシー

中尾タクシー

正司タクシー

「せんてつシルバーパス７０」の定期券購入の際、「運転経
歴証明書」、「サポート手帳」を提示することにより、１ヶ月の
定期券１，０００円、３ヶ月の定期券３，０００円、６ヶ月の定期
券６，０００円割引

12 船木鉄道株式会社

0836-67-0321

■ その他

1

(株)スズキ自販山口 （２店舗）
アリーナ宇部西
(株)岩崎宏健堂

2

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

0836-45-0100
（本社）

Ｕ’ｓステーション宇部

クスリ岩崎チェーン （５店舗）

宇部琴芝店
宇部西岐波店

宇部恩田店
メルクス宇部店

西宇部店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

あさひ製菓(株) （５店舗）
3

【果子乃季】

東岐波店 宇部ファーム店

【シュシュ】
宇部店
【シュクルヴァン】 宇部店
さざん亭

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

飲食代の１割引（割引上限額５，０００円まで）

0820-22-7780
（本社）

宇部ファーム店

4

(株)フジマ

宇部店

5

眼鏡市場 宇部店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0836-37-0688

6

片倉温泉「くぼた」

温泉の入浴料金通常５００円を４５０円に割引
※ 入浴時間 7:00～13:00、15:00～22:00
（13:00～15:00の間は入浴不可）

0836-51-9259

7

ＡＮＡクラウンプラザホテル

宿泊料金割引優待（室料２０％割引）
レストラン「サルビア」１ドリンクサービス（夕食ご利用時）
日本料理「雲海」１ドリンクサービス（夕食ご利用時）
鉄板焼「相生」１ドリンクサービス（夕食ご利用時）

0836-32-1112

8

メキシコゴルフ

プレー料金（コースに限る）の割引

0836-62-0570

9

（株）エコル

ゴミの収集・運搬及び処分費の１０％割引
※ 宇部市民対象

0836-34-1885

灯油料金の５％割引
※ 宇部市内居住者対象

0836-21-6116

山口アポロ石油（株） （４店舗）
10
営業部
八幡宮前ＳＳ
宇部西ＳＳ
佐山ＳＳ
11 エネックス（株）
12 フラワーショップタケダ（ゆめタウン宇部店内）

宇部ショールームにおいて、超軽量ウォーキングシューズ
（兼リハビリ用）を２５％割引
商品代金の５％割引
※ 特売品を除く
※ ゆめカードポイント併用不可
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0836-41-3355
0836-44-5466

山陽小野田市
■ 公共交通機関
1

新興タクシー（株）

2

（埴生構内タクシー）

タクシー料金の１割引

0836-72-1000

小野田第一交通（株）

タクシー料金の１割引

0836-84-2133

3

ブルータクシー（株）

タクシー料金の１割引

0836-39-3166

4

（有）小野田中央交通

タクシー料金の１割引

0836-83-6565

5

フレンド介護タクシー

タクシー料金の１割引

0836-83-7330

6

介護タクシー 結

タクシー料金の１割引

0836-38-5811

7

介護タクシー つばさ

タクシー料金の１割引

0836-88-0992

8

「せんてつシルバーパス７０」の定期券購入の際、「運転経
歴証明書」、「サポート手帳」を提示することにより、１ヶ月の
定期券１，０００円、３ヶ月の定期券３，０００円、６ヶ月の定期
券６，０００円割引

船木鉄道株式会社

0836-67-0321

■ その他
1

(株)岩崎宏健堂

クスリ岩崎チェーン （２店舗）

小野田中川店

イオン小野田店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

眼鏡市場 おのだサンパーク店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0836-81-2028

4

きらら交流館

入浴料の割引（本人を含め同伴の家族４名まで）
・大人５２０円を２６０円
・子ども２６０円を１３０円

0836-88-0200

5

きららガラス未来館 （小野田ガラス）

ガラス制作体験料金の１割引

0836-88-0064

6

レストラン ソル・ポニエンテ

飲食代金を1割引 （同伴の家族含む）

0836-89-0080

7

レストラン やけの

ワンドリンクサービス （本人を含め同伴の家族４名まで）

0836-88-3838

8

山陽小野田市

2

あさひ製菓(株)

3

果子乃季

厚狭店

（同伴の家族含む）

福祉会館及び社会福祉協議会管理の福祉センター
での入浴料金を無料

0836-82-1111

（株）みちしお （３店舗）

9

天然温泉みちしお

入浴料金を割引（８００円を３００円）

ドライブインみちしお

飲食代金の５％割引

割烹・御食事処みちしお

飲食代金の５％割引

0836-76-0050
0836-76-0240

※ 本人を含め２人まで
※ 他の割引サービスとの併用不可
10 永山酒造合名会社

一部商品を除き１５％割引

0836-73-1234

商品代金の５％割引き

0836-83-9060
(伝助店）

12 うなぎ料理たけだ

飲食代金の5%割引 （本人を含め５名まで）

0836-75-0034

13 (株)帆万里

食事をされた方にドリンク１杯サービス

0836-76-2828

14 (有)飛鳥 海の家はら

飲食代金の５％割引 （本人を含め１０名まで）

0836-76-1013

15 （有）みつやトロアメゾン

商品を購入された方に「ありがとうパイ」１個を進呈

0836-73-2034

16 浜のてんぷら屋

商品を購入された方に「長天」1袋を進呈

0836-76-0140

17 （株）花の海

花の苗及び野菜の苗、鉢物を１割引

0836-79-0092

18 竹まる

縁起焼き１４０円を１２０円に割引

0836-83-4789

19 もりなが松陰堂

商品代金の５％割引

0836-72-0050

20 中村うに商店

商品代金の５％割引

0836-72-4946

11

つねまつ菓子舗
伝助店・駅前店

0836-84-8355

山海食品工業（株）（２店舗）
21

商品代金の５％割引
須恵の郷小野田店 幸月堂
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（須恵の郷小野田店）

0836-73-2323
（幸月堂）

山陽小野田市
商品を購入された方に「おむすびのり」１袋を進呈

0836-83-2046
（本店）
0836-39-1001
（中川店）

23 アップルベリー

商品代金の５％割引

0836-72-0035

24 Bakery 来夢

つぶあんぱん１５０円を１００円に割引

0836-72-0360

25 衣類のお医者さん おべべ

クリーニング代金の５％割引

0836-73-0461

26 パティスリーグランシャリオ小野田店

商品を購入された方にシュークリーム１個を進呈

0836-84-7117

27 花工房 花紋

商品代金の５％割引
※ 特売品を除く

0836-84-5333

28 円満花店 clairエミ

商品代金の１０％割引

0836-72-2626

29 竹田園芸（円満花店clairエミ）

商品代金の１０％割引

0836-83-8571
（アルク小野田店）

30 ギフトショップ あさの

商品代金の２％割引

縄田雅海苔（株）（２店舗）
22
本店

中川店

0836-72-0024

31 （株）高野山スズキ スズキアリーナ山陽小野田

電動カート購入時、上限２０,０００円の部品・用品を進呈

0836-84-7300

32 ほりうち（株）

商品代金の３％割引

0836-83-3811

33 海のパン屋さん パン・デ・モルデ

ドリップコーヒー１杯をサービス

0836-89-0618

34 シャプラ

ソフトドリンク１杯をサービス
※ １グループ４人まで

0836-83-2738

35 お菓子のコッチ

商品代金の５％割引

0836-39-5570

36 萬福

飲食代金の５０円割引

0836-84-5577

美祢市
■ 公共交通機関
1

美祢構内タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0837-52-0640

2

（有）秋芳タクシー

タクシー料金の１割引

0837-62-0033

3

美祢第一交通（有）

タクシー料金の１割引

0837-52-1101

4

ケアタクシー悠

タクシー料金の１割引

0837-52-9201

5

「せんてつシルバーパス７０」の定期券購入の際、「運転経
歴証明書」、「サポート手帳」を提示することにより、１ヶ月の
定期券１，０００円、３ヶ月の定期券３，０００円、６ヶ月の定期
券６，０００円割引

船木鉄道株式会社

0836-67-0321

■ その他
1

2

秋芳洞

観覧料を１００円割引

3

大正洞

観覧料を１００円割引

4

景清洞

観覧料を１００円割引

5

美祢市歴史民俗資料館

入館料通常１００円を無料

6

美祢市化石館

入館料通常１００円を無料

7

美祢市

市民大学講座受講券の無料配布 （美祢市民対象）

8

美祢市長登銅山文化交流館

観覧料通常３００円を無料

0837-52-1110
（美祢市・総務課）

9

美祢市厚保老人憩いの家

入浴料金を無料

0837-52-1110
（美祢市・総務課）

10

美祢市高齢者福祉施設
「カルストの湯」

入浴料金通常２００円を無料 （美祢市民対象）

0837-52-1110
（美祢市・総務課）

11 道の駅おふく

（２店舗）

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン
美祢店
美東店

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

入浴料金２００円割引（美祢市民対象）
レストランの飲食代金１０％割引（美祢市民対象）
シャーベットコーナーの飲食代金１０％割引（美祢市民対象）
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0834-22-8980
（本社）
0837-62-0304
(美祢市・観光総務課）

0837-62-0304
(美祢市・観光総務課）

0837-62-0304
(美祢市・観光総務課）

0837-53-0189
（美祢市・文化財保護課）

0837-53-0189
（美祢市・文化財保護課）

0837-52-5261
（美祢市・社会教育課）

0837-56-5005

長門市
■ 公共交通機関
1

新日本観光交通（株)

タクシー料金の１割引

0837-22-4800

2

冨士第一交通（有）

タクシー料金の１割引

0837-22-2032

3

長門山電タクシー（有）

タクシー料金の１割引

0837-26-0054

4

古市タクシー（有）

タクシー料金の１割引

0837-37-3194

5

人丸タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0837-32-1126

■ その他
(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

1

(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン （３店舗）
人丸店
長門店
長門深川店

2

眼鏡市場 長門店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0837-22-5900

3

湯本観光ホテル西京

宿泊料金の１割引

0837-25-3111

4

ブルーラインカントリー倶楽部

プレー利用者に対し、昼食の無料提供

0837-37-2600

5

湯免ふれあいセンター

入浴料金５００円を４００円に割引

0837-43-1000

6

日置農村活性化交流センター

入浴料金４００円を３００円に割引

0837-37-4320

7

くじら資料館

入館料２００円を１６０円に割引

0837-28-0756

8

金子みすゞ記念館

入館料３５０円を３００円に割引

0837-26-5155

9

村田清風記念館

観覧料２００円を１６０円に割引

0837-43-2818

10 香月泰男美術館

観覧料５００円を４００円に割引

0837-43-2500

11 山村別館

宿泊料金の１割引

0837-25-3011

12 一福旅館

宿泊料金の１割引

0837-25-3914

13 玉仙閣

宿泊料金の１割引
温泉の入浴料１，０００円を５００円に割引

0837-25-3731

14 利重旅館

宿泊料金の１割引

0837-25-3324

15 ホテル長門はらだ

宿泊料金の１割引

0837-25-3521

16 湯本温泉ホテル枕水

宿泊料金の１割引
温泉の入浴料７００円を５００円に割引

0837-25-3211

17 湯本ハイランドホテルふじ

食事をされた方にお酒１本又はソフトドリンク１杯サービス

0837-25-3711

18 大谷山荘

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

宿泊料金の１割引
※ 予約時に運転経歴証明書又はサポート手帳の利用を申告
※ 他のサービスとの併用不可

0837-25-3221

19 原田屋旅館

宿泊料金の１割引

0837-25-3511

20 旅館六角堂

宿泊料金の１割引（予約時申告）
温泉の入浴料５００円を４００円に割引

0837-25-3821
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萩市
■ 公共交通機関
1

萩近鉄タクシー（株）

タクシー料金の１割引

0838-22-2668

2

第一交通(有)萩営業所

タクシー料金の１割引

0838-25-5050

3

日の丸松野タクシー

タクシー料金の１割引

0838-22-0606

4

吉部タクシー

タクシー料金の１割引

08388-6-0962

■ その他
1

(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン （２店舗）
萩ひやこ店
萩土原店

2

あさひ製菓(株)

3

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

0834-22-8980
（本社）

商品の５％割引

0820-22-0757
（総本店）

眼鏡市場 アトラス萩店

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0838-25-6060

4

口福の馳走屋 梅乃葉

食後のドリンクをサービス

08387-6-2354

5

石田燃料店

配達料金を無料 （須佐地域居住者対象）

08387-6-2144

果子乃季

萩美術館前店

阿武町
■ その他

1

阿武町

※ 以下のいずれか１つを選択
・山口県共通バスカード（５，０００円券）
・阿武町コミュニティワゴン回数券（５，０００円券）
・日本海温泉「鹿島の湯」回数券（５，０００円券）
（阿武町民対象、支援は１回限り）
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08388-2-3110

下関市
■ 公共交通機関
1

（有）神田タクシー

タクシー料金の１割引

083-786-1058

2

第一交通（株）

タクシー料金の１割引

083-253-2500

3

日本交通産業(株)

タクシー料金の１割引

083-233-1543

タクシー料金の１割引

083-234-0124

タクシー料金の１割引

083-222-5125

タクシー料金の１割引

083-258-3009

タクシー料金の１割引

083-234-2302

下関山電タクシー（株） （５営業所）
4

本社

長府営業所

新下関営業所 安岡営業所
山の田営業所

5

6
7

大和交通（株） （５営業所）
本社
唐戸営業所
宝町営業所
綾羅木営業所
新下関駅南口営業所
とようら交通（株） （２営業所）
本社
川棚営業所
（株）下関平成タクシー （２営業所）
本社
長府営業所

8

（有）南国シティタクシー

タクシー料金の１割引

083-267-5101

9

みなとタクシー（株） （２営業所）
本社
宝町営業所

タクシー料金の１割引

083-266-1144

10 （有）小月タクシー

タクシー料金の１割引

083-282-1160

11 （有）まさごタクシー

タクシー料金の１割引

083-282-0476

12 丸矢観光（株）丸矢タクシー

タクシー料金の１割引

083-282-0142

13 冨士第一交通（有） 西市営業所

タクシー料金の１割引

083-722-2032

14 （有）西市観光タクシー

タクシー料金の１割引

083-766-0088

15 豊田タクシー（有）

タクシー料金の１割引

083-766-0246

下関個人タクシー協同組合 （２３事業所）

16

青木タクシー

岸本タクシー

奥本タクシー

まさかずタクシー

木村タクシー

斉藤タクシー

近藤タクシー

下田タクシー

タケウチタクシー

タテイシタクシー

田中タクシー

俊タクシー

タナカタクシー

槌野タクシー

ひろかねタクシー

原田タクシー

松野タクシー

川崎タクシー

亀田タクシー

中村タクシー

山本タクシー

村川タクシー

タクシー料金の１割引

赤間タクシー
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083-222-1868
0120-07-1868

下関市
■ その他
(株)スズキ自販山口 （３店舗）
1

2

3

アリーナ長府
アリーナ一の宮
アリーナ下関あやらぎ
(株)岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン （６店舗）
下関武久店
下関安岡店
イオン長府店
小月店
下関菊川店
下関幡生店
あさひ製菓(株) 果子乃季 （３店舗）
下関大丸店
熊野店

ゆめタウン長府店

眼鏡市場（２店舗）
4
下関垢田店

ゆめシティ下関店

電動車いすの購入料金を１０，０００円割引

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

商品の５％割引

眼鏡・サングラス・補聴器５％割引
眼鏡の無料洗浄・調整サービス（本人のみ）

0836-45-0100
（本社）

0834-22-8980
（本社）

0820-22-0757
（総本店）
下関垢田店
083-250-1708
ゆめシティ新下関店
083-250-3211

5

一の俣温泉グランドホテル

温泉の入浴料金通常１，１５０円を５５０円に割引

083-768-0321

6

一の俣温泉観光ホテル

温泉の入浴料金通常９００円を４５０円に割引
※ 他の割引サービスとの併用不可

083-768-0111

7

（株）ホテル西長門リゾート

温泉の入浴料金通常１，０００円を５００円に割引
※ 他の割引サービスとの併用不可

083-786-2111

8

テーラーしばた

商品又は修繕依頼料を５％割引

083-267-1725

9

末次ふとん店

商品を５％割引

083-266-4067

10 須村洋服店

紳士服誂、紳士服婦人服補正、革製品補正１０％割引

083-222-7474

11 中原印房

印章類全商品１０％割引（象牙は除く）

083-222-1331

12 （株）西河リビングセンター

通常店頭商品１０～２０％割引（割引品、赤札商品を除く）

083-223-4319

13 共栄安全(有)

商品の１割引

083-245-5522

14 マエダカイロプラクティック彦島整体院

初診料を無料
施術料５，５００円を１割引

083-266-4388

15 道の駅「蛍街道西ノ市」

温泉の入浴料金を５７０円に割引
※ 他の割引サービスとの併用不可

083-767-0241

16 晋作の湯

温泉ご入浴のポイントを通常の２倍にサービス

083-284-0268

補聴器購入料金を定価から１割引
※ 修理、部品を除く

083-233-4133

大判焼を５個まとめて購入する際、１５０円割引

0833-44-1718
（本社・下松市）

17

九州リオン（株）
リオネットセンター下関

18 （株）菓匠茶屋 下関店
長府商店街協同組合 （３０店舗）
衣類のリブラ・しのはら

御菓子司出雲屋

19

お魚大将たいら
永松薬局
ヤマト屋化粧品店
開運館
㈲セイキ時計店
靴のヤマツル長府店
みその
岩田屋菓子舗
ブティック亜里沙
みやはら製菓
住谷仏壇店(株)
ふぁんたじあ
長府エコショップ

めがね工房ノエル
古串屋
野菜の十八番屋
お好み焼き・惣菜ひら田
熊野金物店
ぶんぐの岩田屋
ブティック四季
みやもと化粧品
井上酒店
大津野菜店
むらかみ茶舗
マルシン洋服店
松永米穀店
ふくの関長府観光会館

商品の５％割引
※ 御菓子司出雲屋は、１，０００円以上商品を購入した場合に
限る

083-245-0176

めがね・時計・彫金たにぐち

20 （株）高野山スズキ スズキアリーナ下関中央

電動カート購入時、上限２０,０００円の部品・用品を進呈
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083-254-1400

県外等
■ その他

1

四輪自転車（エアロクークルMⅡ）を購入した際の送料（製造元
から販売店）を無料
※ 対象者に贈与する目的で四輪自転車を購入する家族につい
ても可
購入者には、特典として「自転車カバー」又は「後カゴカバー」を
進呈

（株）東部

(株)岩崎宏健堂

クスリ岩崎チェーン （７店舗）

広島廿日市店
2

【東京営業所】
03-6205-6210
【営業本部】
0568-32-1725

広島府中南店

西風新都店

広島翠町店

東広島高屋店

五日市城山店

(株)岩崎宏健堂が指定する日において、商品の購入総額から
５％割引

※ 指定日・・・当面、毎月１５・１６・１７日
※ 一部の商品を除く

東千田店
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0834-22-8980
（本社）

