平成30年 11月 6日更新

「運転免許証自主返納サポートみえ」参加事業所一覧【その他】
※サポート内容に記載のサービスを受ける際には、「運転経歴証明書」又は「申請による運転免許の取消通知書」の提示が必要です。
※サポート内容については、予告なく変更、中止となる場合がありますので、ご利用前にお問い合わせ先にてご確認ください。

施設利用
サポート事業所
島ヶ原温泉やぶっちゃ

概

要

対象者

運転免許を返納された65歳～69歳の方（県内外）

割引

入浴料2割引（介護者1名、同伴者3名まで同じ）

お問い合わせ先
※70歳以上は全ての方がシルバー割引

大人800円→640円

０５９５－５９－３９３９

利用方法 運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書を提示
対象者

鈴鹿さつき温泉

鈴鹿さつき温泉

入浴料の割引・・・通常５００円を、特別価格４００円

０５９－３７０－２６１１

サービス （自動車で来場された場合は、同伴者１名も同額の料金で入浴できます）
回数券の割引・・・１１枚綴り５，０００円を、４，２００円（本人様１冊限り）
利用方法
対象者

大山田温泉 さるびの

運転経歴証明書取得者（県内外を問いません）

サービス
利用方法
対象者

・来場時にカウンターで運転経歴証明書をご提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
・運転経歴証明書取得者、または申請の取消通知書取得者(年齢、住所地を問いません)

大山田温泉

・同伴者の方１名まで、２割引させていただきます。

０５９５－４８－０２６８

さるびの

入浴料の割引・・・２割引
（通常８００円→６４０円、７０歳以上の方は６５０円→５２０円）
・来場時にカウンターで運転経歴証明書、または申請の取消通知書をご提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
６５歳以上の運転経歴証明書取得者、または申請の取消通知書取得者
（住所地は問いません）

ヒルホテル

サンピア伊賀

０５９５－２４－７０００

入浴料をシルバー料金から２００円割引し、４７０円で入浴していただけます。
ヒルホテル サンピア伊賀
サービス
天然温泉「芭蕉の湯」
（同伴者の方１名まで、同サービスを受けていただけます）
利用方法
対象者

・来場時にカウンターで運転経歴証明書、または申請の取消通知書をご提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
・運転経歴証明書取得者(住所地、年齢は問いません。)
・ご本人と同伴者４名まで、サービスを適用させていただきます。
・モートピアパスポート（入園＋のりもの乗り放題）の割引

鈴鹿サーキット

サービス

利用方法

大人4,300円→3,700円

子供

幼児2,100円→1,700円

シニア3,000円→2,300円

株式会社モビリティランド
鈴鹿サーキット
０５９－３７８－１１１１

3,300円→2,800円

・チケット等購入前にチケットカウンターで経歴証明書を提示してください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

食料等移動販売・宅配
サポート事業所
株式会社ぎゅーとら

概

すべての方がご利用できる移動スーパー『とくし丸』が、個人宅、高齢者施設などを訪問します。
※H29.6月現在の移動販売地域は、松阪市内、明和町内、伊勢市内、志摩市南部となっています。
対象者

生活協同組合コープみえ

要

運転経歴証明書取得者と、同居の配偶者まで（三重県内にお住まいの方）

サービス 利用金額に関係なく、宅配利用料が無料
利用方法

お問い合わせ先
ぎゅーとらサービスセンター

０５９６－３７－５５００

生活協同組合

コープみえ

０１２０－５１４－４６０

・生協に加入して組合員になっていただき、運転経歴証明書を確認
・ご加入の手続き等やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

自動車等売買
サポート事業所
対象者
アップルオートネットワーク
株式会社

サービス
必要な物

概
要
○運転経歴証明書取得者と2親等以内の親族まで（県内外を問いません。）

お問い合わせ先
アップル四日市ときわ店

○運転免許を返納される方と2親等以内の親族まで（県内外を問いません。）

０５９－３５６－３５１４

車売却成約時、JCBギフトカード（1万円分）をプレゼント

アップル四日市南店

※買取価格3万円以上に限る。
運転経歴証明書又は運転免許証
※その他、成約時に必要な書類等は、直接お問い合わせください。
※参加店舗は、右記の4店舗です。

０５９－３４７－３５１６

アップル鈴鹿中央通り店
０５９－３８１－５５２２

アップル伊勢小俣店
０５９６－２７－３００１

対象者
株式会社 村上商店
自動車販売・買取
ガソリンスタンド

サービス

運転経歴証明書取得者と同居の家族まで（県内のみ）

株式会社

○無料出張査定
○車売却、家族の車の買い換え・車検で朝日屋さんの商品券（3千円分）をプレゼント
○オリックス自動車のあんしん運転見守りサービス「Ever Drive」お申込みで

０１２０－２８－２０２９

村上商店

洗車券（５千円分）をプレゼント
○スズキセニアカー（電動車いす）ご成約で、ステッキホルダーをプレゼント
※買い換え・車検でガソリン代の値引きあり（詳しくは、直接お問い合わせください。）

必要な物
対象者
ユーカーパック

サービス

運転経歴証明書
※その他、成約時に必要な書類等は、直接お問い合わせください。
・６５歳以上の運転経歴証明書取得者(住所地を問いません)

ユーカーパック株式会社

・ご本人のご家族（１親等まで）も、サービスを適用させていただきます。

０１２０－０２０－０３３

・自動車売却成立で、最大１万円分のカタログギフトをプレゼント
（成約金額が２０万円越え→１万円相当、２０万円以下→５千円相当）

・査定実施時に、運転経歴証明書を査定員にご提示願います。
利用方法
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

自転車販売
サポート事業所
対象者

概
要
運転経歴証明書取得者と、そのご家族（年齢、住所地は問いません。）

サービス ・４輪自転車購入で、送料無料と、「自転車カバー」か「カゴカバー」を進呈
利用方法
株式会社 東部

お問い合わせ先
株式会社 東部
０５６８－３２－１７２５

・購入時、運転経歴証明書を提示、または写しを郵送かＦＡＸで確認
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
・サイクリスト千代田レーベンス(四日市市)

・ＤＩＯワールド四日市店(四日市市)

主な

・スーパービバホーム鈴鹿店(鈴鹿市)

・ベルハンター白子店(鈴鹿市)

取扱店

・スーパービバホーム津白塚店(津市)

・サイクルステーションスカイ(津市)

・サイクルハウスミヤタ(松阪市)

・スーパービバホーム名張店(名張市)

経歴証明書交付手数料補助

サポート事業所

概
対象者

要

運転経歴証明書取得者本人（住所地が紀北町で、６５歳以上の方に限る）

サービス 運転経歴証明書発行手数料（１，１００円）を全額補助
紀北町

お問い合わせ先
紀北町役場

危機管理課

０５９７－４６－３１１４

または
・紀北町役場（危機管理課）または、海山総合支所（総務室）において運転経歴証明
海山総合支所 総務室
書を提示し、申請を行う。
０５９７－３２－３９０１
【後日、指定された口座へ手数料額の１，１００円が振り込まれます。】
対象者 運転経歴証明書取得者本人（鈴鹿警察署で返納手続きをする方で、６５歳以上の方に限る）鈴鹿市役所 交通防犯課
０５９－３８２－９０２２
サービス 運転経歴証明書発行手数料（１，１００円）を全額補助

利用方法

鈴鹿市
利用方法

・鈴鹿警察署で返納手続き・経歴証明書交付申請を同日にし、同警察署窓口で手数料補助
申請を記入し提出すると、窓口負担なしで経歴証明書の交付が受けられる。

飲食料割引等
サポート事業所

概
対象者

玉城町社会福祉協議会 割引

要

お問い合わせ先

運転経歴証明書取得者本人（住所地が玉城町の方に限る）

玉城町社会福祉協議会

喫茶白ゆり（玉城町保健福祉会館内）での飲料半額補助

０５９６－５８－６９１５

利用方法 運転経歴証明書を提示
福祉用具
サポート事業所

株式会社 ダイイチ

概

要

運転経歴証明書取得者、または申請の取消通知書取得者本人
対象者
（三重県内にお住まいの方）
サービス 新車電動カート購入の方に、クオカード５，０００円分をプレゼント
・ご商談時に、本サービスのシステムをご説明します。
利用方法 ・商談成立後、運転経歴証明書か申請の取消通知書を確認しクオカードをお渡し
します。

お問い合わせ先
株式会社

ダイイチ

０１２０－７１１－５０１

不動産関係
サポート事業所

概
対象者

要

・運転経歴証明書取得者(年齢は問いません。施工エリアは三重県、愛知県、岐阜県)
・ご本人のご家族（３親等まで）も、サービスを適用させていただきます。
・注文住宅は、建物本体価格（材料費＋工事費）より３％割引

セキスイハイム中部

お問い合わせ先
セキスイハイム中部株式会社

三重支店

０５９－３５７－１５１１

サービス ・賃貸住宅は、建物本体価格（材料費＋工事費）より２％割引
・他キャンペーンと併用不可、土地付分譲住宅は適用外、消費税は含まれない
利用方法

・申込時に運転免許返納者本人の同席が必要です。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

金融関係
サポート事業所

概
対象者

北伊勢上野信用金庫

サービス
利用方法
対象者

株式会社 百五銀行

サービス

要

・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方のご家族
・営業エリアに在住、または勤労従事の方が対象となります。
・カーライフプランの金利引下げ

お問い合わせ先
北伊勢上野信用金庫
営業推進部
０５９－３５２－６１１６

（融資利率を「年０．３％」引下げ）
・申込時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書を提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方とそのご家族

株式会社

百五銀行

・営業エリアに在住の方が対象となります。

ローン統括部

・マイカーローンの金利引下げ（通常金利から「年０．３％」引下げ）

0120－547－105

・ただし、他の金利引下げキャンペーンとの重複引下げは行いません。

利用方法

・契約時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書を提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて各店舗に直接お問い合わせください。

対象者

運転経歴証明書取得者と、その親族まで（県内外を問いません。）

お問い合わせ先
株式会社 仏庄総本店

仏壇・仏具を購入時に、１０％の割引

０５９－３８２－０４７２

仏壇仏具販売
概

サポート事業所

株式会社 仏庄総本店

サービス

要

※他の特典との併用不可、一部除外品あり

必要な物 運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書を提示

その他サービス割引等
概

サポート事業所
対象者
共鳴法整体の紫鯨亭

サービス
利用方法
対象者

三重平安閣

サービス
利用方法
対象者

お問い合わせ先
紫鯨亭

・初回料（１，０００円）無料

０９０－３２８９－２６７２

・出張費を５０パーセント割引（伊賀市、名張市の方に限る）
・施術前に、運転経歴証明書または申請による取消通知書をご提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
・運転経歴証明書取得者、または申請のよる取消通知書取得者(年齢、住所地を問いません)株式会社 三重平安閣
・ご本人のご家族（２親等まで）も、サービスを適用させていただきます。

０５９－３５１－３３９０

・ブライダル会場での各種記念写真撮影料金を２０％割引
・斎奉閣見学会来館時に、粗品を進呈
・来場時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書をご提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方とそのご家族
・住所地や年齢の制限はありません。

・コンタクトレンズ
メガネスーパーコンタクト
サービス
イオンモール桑名
利用方法

要

運転経歴証明書取得者、または申請による取消通知書取得者（年齢は問いません）

１５％OFF（特価品を除く）

・来店時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書をご提示ください。
・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

メガネスーパーコンタクト
イオンモール桑名

0120－209－060

