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市町村別一覧

＜高齢運転者運転免許自主返納サポート事業とは＞

　運転免許を自主返納した高齢者に対してさまざまな特典サービスを提供することで，運転に不

安を感じる高齢者が運転免許を自主返納しやすい環境づくりを行います。

＜特典サービスの対象は？＞

　警察署や運転免許センターで，保有するすべての運転免許を自主返納し，「運転経歴証明書」の

交付を受けた65歳以上の高齢者が対象です。「運転経歴証明書」を提示することで協賛店から特

典サービスを受けることができます。

＜注意事項＞

　○　特典サービスは，原則として，茨城県内にお住いのご本人が受けられます。

　○　この事業は，協賛店のご厚意により運営されます。ルールを守ってご利用ください。

　○　「運転経歴証明書」は，精算前にご提示ください。

　○　「運転経歴証明書」の交付を受ける際は，手数料（1,000円）がかかります。



市町村別一覧

水戸市

協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 水戸けやき台店 水戸市けやき台 3-61 029-304-1588 運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外AOKI 水戸本店 水戸市千波町 2175-1 029-241-9388

ALSOK 茨城支社 水戸市柳町 1-2-5 029-227-7711
ホームセキュリティをご成約いただくと、最大

15,000 円キャッシュバック

イオンスタイル 水戸内原店 水戸市内原 2-1 029-259-1400

即日配達便は、お買上金額にかかわらず運転経

歴証明書提示で1個あたり配送料金を100円（税

込）〜324 円（税込）【店舗により配送料金は異な

ります。詳しくはご利用の店舗にお問い合わせく

ださい】※一部未実施の店舗もございます。

石塚クリーニング 水戸市平須町 158-146 029-241-6818 オリジナルポイント券ポイント 2 倍

一般財団法人

茨城県交通安全協会
水戸市東野町 260 029-247-2355

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

茨城県自動車学校 水戸校 水戸市東野町 260 029-247-6131

自主返納をした方と同居する親族が、自主返納

者の運転経歴証明書を持参して普通自動車教習

の申込をすると、3,000 円のクオカードをプ

レゼントします。

茨城交通 茨大前営業所 水戸市袴塚 3-5-36 029-251-2334

茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。

茨城交通 鯉渕営業所 水戸市鯉渕町 3491 029-259-2511

茨城交通 浜田営業所 水戸市東桜川 8-4 029-231-5268

茨城交通 水戸駅前案内所 水戸市宮町 1-3-36 029-224-8818

エンドウクリーニング 水戸市本町 3-13-16 029-231-1531 クリーニング品 10% 割引。配達サービス有

大林写真館 水戸市末広町 3-5-4 029-221-4896
肖像写真料金 2L 9,000 円を 6,000 円に、4 切 

12,000 円を 10,000 円に割引

かつ太郎水戸店 水戸市見和 3-1200-3 029-257-8211
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

亀印製菓 本店 水戸市見川町 2139-5 029-305-0310 ケーキ類 10% 引き

関鉄観光バス 水戸営業所

水戸市住吉町 348　　 029-247-5111

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 水戸営業所

関鉄パープルバス 水戸営業所

関東鉄道 水戸営業所

関鉄観光バス 水戸駅前カウンター

水戸市宮町 1-3-39 029-224-4010
関鉄グリーンバス 水戸駅前カウンター

関鉄パープルバス 水戸駅前カウンター

関東鉄道 水戸駅前カウンター

行政書士安事務所
水戸市泉町 2-2-30

石川ビル 3 号館
029-226-0601 相続対策に関する相談無料

クリーニングはやし 水戸市本町 2-14-9 029-226-9662 メンバー割引等、その他

幸田商店水戸駅ビル

エクセルみなみ店

水戸市宮町 1-7-31

エクセルみなみ 3F
029-228-1137

3,000 円以上の購入でほしいも屋さんの自然

派かりんとう進呈

コーヒーショップ &me
水戸市三の丸 1-4-73

水戸京成ホテル 1F
029-226-3111 ランチタイムお食事ご利用の方 10% 割引

コヤマ 下市店 水戸市本町 2-3-3 029-224-8105

当店でお買い上げの商品をすべて無料でご自宅

まで配送いたします。電話でご注文、ご自宅へ

お届け時のお支払いも可能です。

コヤマステーションコム店 水戸市河和田町 389-590 029-252-4748

1 回の購入金額 3,000 円以上（税込み）で、無

料配送サービス（配達日時・配達地域について

は、ご希望に沿えない場合がございます。あら

かじめご了承ください。）

シニアライフクリエイト 水戸店
水戸市新荘 2-7-35

日東マンション
029-231-1777 1 食無料試食券をプレゼント

− 3 −



市町村別一覧

水戸市

協賛店名 住所 TEL サービス内容

旬やごほう水戸エクセル店
水戸市宮町 1-1-1

水戸エクセルビル 6F
029-222-3766

運転経歴証明書ご提示でプラチナカード発行。

飲食代金お会計より 5% 割引（お持ち帰り商品、

ご宴会を除く）

白牡丹美容院 水戸市南町 3-3-36 029-221-4469

平日 13 時〜15 時ご予約のお客様（パーマ or

カラー）送迎いたします。送迎の必要のないお

客様で、運転経歴証明書ご提示のお客様は、施

術料金から 10% 値引きさせていただきます。

信託クリーニング 水戸市西原 1-7-39 029-251-4020
シミヌキ OK。ドライ品 10% 割引。市内集配

します。 

竹脇鞄店 水戸市南町 3-3-50 029-221-3993

1 万円以上購入で自宅まで配送（ただし、近隣

市町に限る。また、店員不在時は対応できない

ときもある。）

博多ラーメンとんこつ家 高菜 水戸市千波町 1281-1 029-353-7552 替玉 1 玉サービス

ばんどう太郎 水戸 50 号店 水戸市河和田 3829-2 029-254-2331

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。
ばんどう太郎 水戸店 水戸市見和 1-307-18 029-257-1537

ひな野 水戸店 水戸市見和 1-307-18 029-251-3381

水戸地区交通安全協会 水戸市三の丸 1-5-21 029-231-5919

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

メガネスーパー フレスポ赤塚店 水戸市河和田 1-1 029-309-5332 メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）メガネスーパー 水戸笠原店 水戸市笠原町 1188-3 029-305-5566

メガネストアー 上水戸店 水戸市渡里町 2665-3 029-221-3088
メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）
メガネストアー 水戸けやき台店 水戸市けやき台 3-61 029-304-6488

メガネの愛眼

イオンモール水戸内原店

水戸市内原 2-1

イオンモール水戸内原 3F
029-259-1312

眼鏡10%割引、補聴器5%割引いたします。「運

転経歴証明書」を提示する 65 歳以上本人様。

メガネのクロサワ 水戸笠原店 水戸市笠原町 1191-11 029-241-9630
メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。

メガネのクロサワ 水戸下市店 水戸市本町 3-2-27 029-225-9630

メガネのクロサワ 水戸本店 水戸市南町 2-4-37 029-224-9630

メガネのクロサワ 水戸見和店 水戸市見和 3-571-2 029-253-9630

リオネットセンター水戸 水戸市千波町 727-1 029-241-2444
補聴器本体ご購入時、本体価格の 5% をキャッ

シュバックいたします。

日立市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 日立北店 日立市東滑川町 4-12-30 0294-44-8888 運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外AOKI 日立南店 日立市大沼町 1-29-1 0294-28-7088

茨城県自動車学校 日立校 日立市大沼町 1-6-3 0294-33-2021

自主返納をした方と同居する親族が、自主返納

者の運転経歴証明書を持参して普通自動車教習

の申込をすると、3,000 円のクオカードをプ

レゼントします。

味噌蔵みずきの庄 日立市水木町 1-12-16 0294-52-3204
茨城県内配送無料サービス（1カ所 5,000 円

（税別）以上送る場合、茨城県内配送無料）

カットハウス フレンド 日立市砂沢町 1-9
0294-43-7898

080-5170-2010

豊浦学区、日高学区は無料で送迎します（雨の

日は除く）。その他エリアは要相談。県・市の

特典カードを併用できます。総合料金（カット・

シャンプー・顔そり & 耳の毛そり・鼻毛カット・

ドライヤーセット）4,500 円

シニアライフクリエイト 日立店
日立市東滑川町 5-1-1

日立公設地方卸売市場内
0294-44-7312 1 食無料試食券をプレゼント

− 4 −



市町村別一覧

土浦市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 土浦店 土浦市城北町 3-25 029-823-5888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

アルディラ クレド 土浦市真鍋 1-14-13 029-886-9707 カット・カラー・パーマ料金を 10% 割引

イオン 土浦店 土浦市上高津 367 029-835-8000

即日配達便は、お買上金額にかかわらず運転経

歴証明書提示で 1 個あたり配送料金を 100 円

（税込）〜324 円（税込）【店舗により配送料金

は異なります。詳しくはご利用の店舗にお問い

合わせください】※一部未実施の店舗もござい

ます。

かつ太郎 土浦南店 土浦市中村西根 2140-8 0298-30-4621
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関鉄観光バス

荒川沖サービスセンター

土浦市荒川沖西 2-1-1 029-834-2571

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス

荒川沖サービスセンター

関鉄パープルバス

荒川沖サービスセンター

関東鉄道 荒川沖サービスセンター

関鉄観光バス 土浦駅前カウンター

土浦市桜町 1-8-14 029-821-5240

関鉄グリーンバス

土浦駅前カウンター

関鉄パープルバス

土浦駅前カウンター

関東鉄道 土浦駅前カウンター

土浦地区交通安全協会 土浦市立田町 1-20 029-821-5487

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

シニアライフクリエイト

土浦つくば店
土浦市国分町 3-28 029-835-4630 1 食無料試食券をプレゼント

坂東太郎 土浦おおつの店 土浦市手野町 4001-1 029-869-5111
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネスーパー 土浦真鍋店 土浦市真鍋 1-18-23 029-825-3805
メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）

日立市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

日立地区交通安全協会 日立市本宮町 4-17-1 0294-21-5680

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

日立電鉄 神峰営業所 日立市滑川町 2-11-5 0294-21-5245 各営業所で「でんてつハイカード」または「にこに

こ定期券」の新規購入でオリジナルグッズを進呈日立電鉄 日立南営業所 日立市留町 1270-55 0294-52-4029

ヘアーサロン AKIRA 日立市東金沢町 2-19-3 0294-33-1022

玄関先から玄関先までの無料送迎をいたしま

す。当店では、お客様の送迎に福祉車両を導入

しておりますので、車椅子をご使用の方でもご

利用して頂けます。

メガネスーパー 常陸多賀店 日立市桜川町 1-1-16 0294-28-5611

メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）
メガネスーパー 日立田尻店 日立市田尻町 4-36-5 0294-44-7544

メガネスーパー 日立店 日立市鹿島町 1-1-13 0294-24-4160

リオネットセンター日立 日立市幸町 1-8-15 0294-21-2151
補聴器本体ご購入時、本体価格の 5% をキャッ

シュバックいたします。
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石岡市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 石岡店 石岡市東大橋 3214-4 0299-23-9888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

石岡地区交通安全協会 石岡市東石岡 1-7-2 0299-26-2293

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

家族レストラン坂東太郎

石岡総本店
石岡市東田中 1062-4 0299-56-7751

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関鉄観光バス 石岡営業所

石岡市行里川 5-18 0299-22-3384

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 石岡営業所

関鉄パープルバス 石岡営業所

関東鉄道 石岡営業所

メガネスーパー 石岡玉里店 石岡市東光台 3-10-16 0299-28-2088
メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）

古河市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 古河店 古河市東 2-20-53 0280-31-7988

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

イオン 古河店 古河市旭町 1-2-17 0280-31-7131

即日配達便は、お買上金額にかかわらず運転経

歴証書明提示で1個あたり配送料金を100円（税

込）〜324 円（税込）【店舗により配送料金は異な

ります。詳しくはご利用の店舗にお問い合わせく

ださい】※一部未実施の店舗もございます。

家族レストラン坂東太郎 古河総本店 古河市駒羽根 412-1 0280-23-5041

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。
かつ太郎 丘里店 古河市関戸 1160-10 0280-97-1151

かつ太郎 総和店 古河市高野 541-6 0280-92-9333

古河地区交通安全協会 古河市旭町 1-1-23 0280-32-7511

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

シニアライフクリエイト 古河店 古河市上辺見 480-6 0280-33-3881 1 食無料試食券をプレゼント

ばんどう太郎 古河店 古河市牧野地 431-1 0280-22-5501 会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。ばんどう太郎 総本店 古河市長井戸 297-1 0280-87-3016

土浦市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

メガネストアー 土浦店 土浦市真鍋新町 19-10 029-827-0678

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

メガネのクロサワ イオン土浦店
土浦市上高津 367

イオンモール土浦 2F
029-875-6111 メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。メガネのクロサワ 土浦店 土浦市真鍋新町 18-11 029-822-9630

ロコレディ 土浦グランミロアール店
土浦市大和町 8-22

土浦タマキビル 1 階
029-821-2112 来店時ソフトドリンクのサービス
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市町村別一覧

結城市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

彩珈琲 結城市下り松 4-1-4 0296-54-5665

運転経歴証明書ご提示でプラチナカード発行。

飲食代金お会計より 5% 割引（お持ち帰り商品、

ご宴会を除く）

かつ太郎 結城店 結城市新福寺 6-1 0296-20-8581
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

ごほう 結城本店 結城市下り松 4-1-4 0296-20-8885 運転経歴証明書ご提示でプラチナカード発行。

飲食代金お会計より 5% 割引（お持ち帰り商品、

ご宴会を除く）すし勢 結城店 結城市下り松 4-1-4 0296-20-8585

メガネストアー 結城店 結城市下り松 6-1-8 0296-33-9388

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

結城地区交通安全協会 結城市小田林 1317-1 0296-33-4767

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

龍ケ崎市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 竜ヶ崎ニュータウン店 龍ケ崎市久保台 2-1-13 0297-65-4888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

伊勢屋餅菓子店 龍ケ崎市横町 4243 0297-62-0858 まいりゅうポイント 2 倍

おおたけ建設 龍ケ崎市砂町 2790 0297-62-1666 出張費無料。点検見積もり無料

荻野石油 竜ヶ崎 SS 龍ケ崎市上町 2909 0297-62-0349

龍ケ崎市内、灯油 1 缶（18 リットル）以上から

お届け（一部地域を除く）、不要車の買い取り、

要らない車買い取ります。

おしゃれ洋品ナカジマ 龍ケ崎市米町 4019 0297-62-0553 まいりゅうポイント 2 倍。

かつ太郎 龍ケ崎店 龍ケ崎市馴柴町 690-1 0297-84-6951
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関鉄観光バス 竜ヶ崎営業所

龍ケ崎市馴馬町 676 0297-62-6111

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 竜ヶ崎営業所

関鉄パープルバス 竜ヶ崎営業所

関東鉄道 竜ヶ崎営業所

関東鉄道竜ヶ崎駅（竜ヶ崎線） 龍ケ崎市米町 3903-1 0297-62-2152

各駅窓口で定期券・回数券を購入の際、運転経

歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

酒処オセヨ 龍ケ崎市横町 4246 0297-64-9115 1 ドリンクサービス or カラオケサービス

シニアライフクリエイト 龍ケ崎店 龍ケ崎市田町 3452-2 0297-79-6550 1 食無料試食券をプレゼント

髙橋肉店 龍ケ崎市砂町 5131 0297-62-2024 運転経歴証明書提示で、商品 5%OFF

田中郷一郎商店 龍ケ崎市下町 4900 0297-62-1642 炭 1,000 円以上購入した方に粗品をプレゼント

石岡市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

メガネストアー 石岡本店 石岡市東大橋 3214-6 0299-22-2368

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

モリ幸クリーニング 石岡市国府 1-5-18 0299-22-5517
2,000 円以上のご利用時に運転経歴証明書の

提示で 3%OFF

ロコレディ石岡 グランミロアール店 石岡市東大橋 3194-5 0299-23-6808 来店時ソフトドリンクのサービス
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市町村別一覧

常総市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

かつ太郎石下店 常総市新石下 1658-1 0297-30-4301
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関東鉄道水海道駅（常総線） 常総市水海道宝町 2861-2 0297-22-0453

各駅窓口で定期券・回数券を購入の際、運転経

歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

龍ケ崎市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

長生堂薬局 龍ケ崎市下町 4897 0297-62-0102 栄養剤サンプル進呈

つかもと 龍ケ崎市白羽 4-5-7 0297-62-0375 お買上げの金額から、5% 割引させていただきます。

なかよしサイクル 龍ケ崎市若柴町 3063 0297-66-0873 自転車・電動アシスト自転車全商品 10%OFF

服部精肉店 龍ケ崎市下町 4905-1 0297-62-0238 運転経歴証明書提示でドリンクサービス

ピーナッツカンパニー 龍ケ崎市寺後 3470-1 090-4367-6001 ピーナッツクリーム 8%OFF

ヒラデ・スタイル 龍ケ崎市緑町 168 0297-62-5307 まいりゅうポイント 2 倍。

婦人服ピッコロハウス
龍ケ崎市馴馬町 754

SCリブラ 1F
0297-64-1385 お買上げのお客様に粗品プレゼント

ふとんの池田屋 龍ケ崎市砂町 2737 0297-62-0931
特価品以外まいりゅうポイント2倍（貸し布団・

打直しは除く）

みのり園 龍ケ崎市米町 4553 0297-62-6179 まいりゅうポイント増額等（2 倍〜 5 倍）

メガネステージ 竜ヶ崎店
龍ケ崎市馴馬町 754

SCリブラ 1F
0297-62-2090 特別メガネセットより 10% 割引

やまいち化粧品店 龍ケ崎市砂町 5144 0297-62-0241
まいりゅうポイント 2 倍。他のサービスと重

なった場合は、いずれかになります。

山本屋菓子店 龍ケ崎市砂町 5128 0297-62-4167 まいりゅうポイント 2 倍

洋菓子の店 アルブル 龍ケ崎市下町 4872-11 0297-64-7887
運転経歴証明書を提示の上、バースデイケーキを

購入の方にシャンメリー 1本をプレゼント

龍ケ崎地区交通安全協会 龍ケ崎市光順田 2505 0297-62-6235

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

下妻市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

家族レストラン坂東太郎

下妻総本店
下妻市砂沼新田 54-1 0296-45-6721

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関鉄観光バス 下妻営業所

下妻市下妻乙 1274 0296-30-5071

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 下妻営業所

関鉄パープルバス 下妻営業所

関東鉄道 下妻営業所

関東鉄道下妻駅（常総線） 下妻市下妻乙 363-2 0296-44-2659

各駅窓口で定期券・回数券を購入の際、運転経

歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

下妻地区交通安全協会 下妻市下妻丙 733-1 0296-44-2594

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

下妻マルシェ 下妻市砂沼新田 32-11 0296-45-6411

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

8 代葵カフェ 下妻店 下妻市砂沼新田 32-11 0296-45-6261

ばんどう太郎下妻店 下妻市堀篭 933 0296-30-1231

焼肉ダイニング百萬太郎 下妻店 下妻市堀篭 931-1 0296-30-5411
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市町村別一覧

常陸太田市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城交通 太田営業所
常陸太田市山下町下軍田

1162-3
0294-72-2191

茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。

太田地区交通安全協会
常陸太田市木崎二町

1727-7
0294-72-6484

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

家族レストラン坂東太郎

常陸太田総本店
常陸太田市金井町 4805-1 0294-33-8551

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

亀印製菓 常陸太田店 常陸太田市金井町 3627 0294-72-6605 ケーキ類 10% 引き

メガネストアー 常陸太田店 常陸太田市内堀町 2965-1 0294-72-8688

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

メガネのクロサワ 常陸太田店 常陸太田市金井町 3626 0294-72-4100

メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。　

高萩市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

イオン 高萩店 高萩市安良川 231-1 0293-24-3111

即日配達便は、お買上金額にかかわらず運転経

歴証明提示で 1 個あたり配送料金を 100 円（税

込）〜324 円（税込）【店舗により配送料金は異

なります。詳しくはご利用の店舗にお問い合わ

せください】※一部未実施の店舗もございます。

高萩地区交通安全協会 高萩市高戸 315-10 0293-22-3836

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

メガネストアー 高萩店 高萩市安良川 406 0293-20-5988

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

北茨城市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

小川クリーニング 北茨城市磯原町木皿 912 0293-42-0233
集配サービス無料。ポイント 40 個で 500 円

引き（500 円でポイント 1 個）

ばんどう太郎 北茨城店
北茨城市中郷町下桜井

1032
0293-24-9901

会食金額より１名様 50 円引き、同一グループ

最大 200 円引き。

常総市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

常総地区交通安全協会 常総市水海道高野町 554-2 0297-23-1946

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

野村醸造 百味工房つむぎ野 常総市本石下 2052 0297-43-9703
2,000 円以上のお食事またはお買い物でその

まま飲む果実酢を進呈

ロコレディ 水海道本店 常総市水海道宝町 2736-2 0297-22-1378 来店時ソフトドリンクのサービス
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市町村別一覧

取手市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

関鉄観光バス

取手駅ビルサービスセンター

取手市中央町 2-5 

Box hill 取手店 1F
0297-73-5623

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス

取手駅ビルサービスセンター

関鉄パープルバス

取手駅ビルサービスセンター

関東鉄道

取手駅ビルサービスセンター

関東鉄道戸頭駅（常総線） 取手市戸頭 5-3-1 0297-78-2724 各駅窓口で定期券・回数券を購入の際、運転経

歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで関東鉄道取手駅（常総線） 取手市中央町 2-5 0297-74-0567

シニアライフクリエイト

取手店
取手市片町 328-10 0120-970-699 1 食無料試食券をプレゼント

取手地区交通安全協会 取手市桑原 955-1 0297-72-1131

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

ファミリークリーニングサトー 取手市双葉 3-37-1 0297-83-2151 当店スタンプ（300 円で 1 個）を 2 倍

笠間市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城交通 笠間営業所 笠間市笠間遠森 1698-7 0296-72-0141

茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。

笠間地区交通安全協会 笠間市寺崎 79-1 0296-72-1396

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

グリーンクリーニング工場 笠間市南吉原 416-1
0296-72-6292

080-3123-6371

1 点 1,000 円以上のクリーニング品 5% 割引

します。クリーニング料金表お届けいたします。

セーフティショップおおしま 笠間市笠間 1728 0296-72-0475 電動アシスト自転車 10%off

ばんどう太郎 友部店 笠間市旭町 412-1 0296-71-5711
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネストアー 笠間店 笠間市赤坂 9-3 0296-72-5608
メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）
メガネストアー 友部店

笠間市住吉 1364-1

伊勢甚友部スクエア内
0296-78-3808

メガネのクロサワ

笠間ポレポレシティ店

笠間市赤坂 8

笠間ショピングセンター

ポレポレシティ２Ｆ

0296-72-6666

メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。

北茨城市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

メガネストアー 北茨城店
北茨城市中郷町上桜井

2923
0293-30-6788

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10％引き、カード支払い 5％

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

ルリ美容室 北茨城市磯原町木皿 220-2 0293-43-6565
車の運転をされないお客様には、来店の際に送

迎を行っています。
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市町村別一覧

つくば市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 研究学園店 つくば市研究学園 6-22-5 029-848-6788 運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外AOKI つくば学園店 つくば市二の宮 3-13-3 029-852-7288

稲葉酒造 つくば市沼田 1485 029-866-0020 日本酒、リキュール 5%OFF

井上サイクル つくば市天久保 3-10-5 029-851-4362
①電動アシスト自転車・電気スクーターご成約

者様にヘルメットプレゼント ! ②定期点検無料

大曽根タクシー つくば市大曽根 2684-1 029-864-7008

65 歳以上の高齢者の方で、運転経歴証明書を

提示いただいた場合、タクシー料金を 1 割引

きさせていただきます。

家族レストラン坂東太郎

研究学園総本店
つくば市研究学園 3-2-2 029-875-6171

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関鉄観光バス

つくば学園サービスセンター

つくば市吾妻 1-8-10 

Bivi つくば 1F
029-852-5666

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス

つくば学園サービスセンター

関鉄パープルバス

つくば学園サービスセンター

関東鉄道

つくば学園サービスセンター

関鉄観光バス

つくば中央営業所

つくば市上横場 2365-1 029-836-1145

関鉄グリーンバス

つくば中央営業所

関鉄パープルバス

つくば中央営業所

関東鉄道 つくば中央営業所

牛久市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI ひたち野うしく店 牛久市ひたち野東 2-7-2 029-878-2888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

牛久地区交通安全協会 牛久市下根町 491-1 029-872-3690

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

中國四川料理 甲子亭 牛久市田宮 49 029-872-0023
食事注文でソフトドリンク 1 杯サービス（又は

デザート）、家族全員 OK

長岡屋 牛久市中央 5-7-4 029-874-8533 食事代 100 円引

ばんどう太郎 牛久中央店 牛久市中央 3-8-6 029-875-8351
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

明恒パール 牛久市猪子町 4 029-874-0001 T ポイントカード 2 倍

メガネストアー 牛久店 牛久市中央 3-30-5 029-872-8946

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

ヤマイチ味噌 牛久市島田町 2713 029-875-0002
運転経歴証明書提示で、初回のみ 1,000 円以上

お買い求め頂いた方に本造り味噌 1 ケサービス。
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市町村別一覧

ひたちなか市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 勝田店
ひたちなか市中根

3325-1
029-273-7888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

茨城交通 勝田営業所
ひたちなか市東石川後原

3158-2
029-272-7311 茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。茨城交通 那珂湊営業所 ひたちなか市釈迦町 22-2 029-262-3181

桔梗屋本舗 ひたちなか市東本町 10-1 029-262-4561
マドレーヌ 10 個以上買い上げの方 1 個サー

ビス

幸田商店 ひたちなか市平磯町 1113 029-263-3737
3,000 円以上の購入でほしいも屋さんの自然

派かりんとう進呈

シニアライフクリエイト

ひたちなか店

ひたちなか市馬渡

3428-2
029-276-5115 1 食無料試食券をプレゼント

博多ラーメン とんこつ家
ひたちなか市高場

1229-1
029-202-0455 替玉 1 玉サービス

ばんどう太郎 那珂湊店 ひたちなか市峰後 10-1 029-229-1281
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。
ばんどう太郎 ひたちなか店

ひたちなか市西光地

2-17-7
029-276-0811

ひたちなか海浜鉄道 ひたちなか市釈迦町 22-2 029-262-2361
利用された方は、初回限りで鉄道グッズを進呈

いたします。（※那珂湊駅に限る）

つくば市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

関鉄観光バス つくば北営業所

つくば市沼田 283 029-855-0510

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス

つくば北営業所

関鉄パープルバス

つくば北営業所

関東鉄道 つくば北営業所

白石美容室 つくば市小田 3191-1 029-867-0621

来店が困難な方は送迎いたします。お客様のご

自宅においても施術できます（出張理美容届出

あり）。

つくば北地区交通安全協会 つくば市北条 5262-3 029-867-1422
県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。
つくば中央地区交通安全協会 つくば市竹園 1-1 029-852-0658

8 代葵カフェ つくば学園店 つくば市小野崎 581-1 029-846-6511

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

ばんどう太郎 学園南店 つくば市赤塚 627-2 029-838-1021

ばんどう太郎

つくば学園中央店
つくば市天久保 2-14-1 029-875-9371

ばんどう太郎 つくば学園店 つくば市西平塚 331-7 029-861-7611

坂東太郎 つくば店 つくば市上郷 1091-4 029-847-3335

ばんどう太郎 みどりの店 つくば市上萱丸 343-1 029-846-1761

メガネスーパー つくば学園店 つくば市東新井 18-8 029-850-0511
メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）

リオネットセンターつくば つくば市妻木 416-4 029-856-2819
補聴器本体ご購入時、本体価格の 5% をキャッ

シュバックいたします。

ロコレディつくば グランミロアール店 つくば市筑穂 2-1-1 029-886-3939 来店時ソフトドリンクのサービス
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市町村別一覧

潮来市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

関鉄観光バス 潮来営業所

潮来市洲崎 346-5 0299-80-0031

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 潮来営業所

関鉄パープルバス 潮来営業所

関東鉄道 潮来営業所

こまつ美容室 潮来市宮前 2-35-6 0299-66-6004

希望により送迎いたします。理容の免許ありの

ため、お顔剃りサービスにより、すてきに若返

りメイクをいたします。お飲み物やお菓子など、

アットホームなくつろげる場所です。

美容室 WIT 潮来市潮来 448-5 0299-62-3300 片道 15 分圏内の送迎をします。

美容室 Owl.k 潮来市日の出 8-1-4 0299-77-9387 消費税分割引

ひたちなか市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

ひたちなか地区交通安全協会
ひたちなか市東石川

897-2
029-272-7526

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

メガネストアー 那珂湊店 ひたちなか市田中後 7584 029-262-5658
メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）
メガネストアー ひたちなか店

ひたちなか市笹野町

2-10-33
029-271-0208

メガネのクロサワ

ひたちなか店

ひたちなか市笹野町

1-11-12
029-212-9630

メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。　

ワコークリーニング
ひたちなか市津田

2762-62
029-272-0436 ドライクリーニング（洋服類）5% 引

鹿嶋市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

イオン 鹿嶋店 鹿嶋市宮中 290-1 0299-83-0111

即日配達便は、お買上金額にかかわらず運転経

歴証明書提示で1個あたり配送料金を100円（税

込）〜324 円（税込）【店舗により配送料金は異な

ります。詳しくはご利用の店舗にお問い合わせく

ださい】※一部未実施の店舗もございます。

鹿嶋地区交通安全協会 鹿嶋市宮中 1959-1 0299-82-7047

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

ばんどう太郎 鹿嶋店 鹿嶋市宮中 1974-2 0299-85-0811
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネスーパー 鹿嶋店 鹿嶋市宮中 226-1 0299-85-0388
メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）

メガネのクロサワ 

鹿嶋チェリオ店

鹿嶋市宮中 290-1

鹿嶋ショピングセンター

チェリオ２Ｆ

0299-84-6736

メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。　
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市町村別一覧

那珂市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 那珂店 那珂市竹ノ内 2-3-1 029-298-9988

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

亀印製菓 那珂インター店 那珂市飯田 3371-1 029-229-0126 ケーキ類 10% 引き

那珂地区交通安全協会 那珂市杉 384-2 029-295-6200

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

なぎさ本舗 京都屋 那珂市豊喰 750-10 029-298-8607 着物全品洗い料金を 2 割引きします。

ばんどう太郎 那珂店 那珂市竹ノ内 3-1-7 029-295-5061
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

常陸大宮市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城交通 大宮営業所
常陸大宮市東富町

500-1
0295-52-1100

茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。

大宮地区交通安全協会 常陸大宮市泉 445-6 0295-52-2456

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

ばんどう太郎 常陸大宮店 常陸大宮市石沢 1599 0295-52-5851
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

道の駅常陸大宮

レストラン常陸亭
常陸大宮市岩崎 717-1 0295-58-5038

レストラン常陸亭ご利用の際に「運転経歴証明

書」提示でソフトドリンク 1 杯サービス

メガネストアー 常陸大宮店
常陸大宮市中富町

3101-64
0295-53-9988

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

メガネのクロサワ 常陸大宮店
常陸大宮市石沢

1850-1
0295-53-7100

メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。　

守谷市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 守谷店 守谷市本町 210 0297-45-5888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

かあべえの里 守谷市鈴塚 294 0297-46-4161
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関鉄観光バス 守谷営業所

守谷市百合ヶ丘

1-2025-1
0297-44-7190

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 守谷営業所

関鉄パープルバス 守谷営業所

関東鉄道 守谷営業所

関東鉄道守谷駅（常総線） 守谷市中央 2-18-3 0297-48-0031

各駅窓口で定期券・回数券を購入の際、運転経

歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

ひな野 守谷店 守谷市鈴塚 294 0297-46-4161
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

ロコレディ 守谷・松ヶ丘店
守谷市松ヶ丘 6-6-1

アクロスモール守谷 1 階
0297-46-4523 来店時ソフトドリンクのサービス
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市町村別一覧

稲敷市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

稲敷地区交通安全協会 稲敷市高田 3405-1 029-892-2501

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

５年間有効の特別会員カードを発行します。

稲敷配送センター 稲敷市町田 196 0299-79-2279

牛乳の宅配とお買い物代行（1 回 500 円）を

行っています。スーパーでの買い物を代行し、

お届けします。

関鉄観光バス 江戸崎車庫

稲敷市高田 3430-1 029-892-2331

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 江戸崎車庫

関鉄パープルバス 江戸崎車庫

関東鉄道 江戸崎車庫

坂東市

協賛店名 住所 TEL サービス内容

クリーニングオオヤマ 坂東市辺田 1165-1 0297-35-0487 集配サービス無料

坂東市観光交流センター秀緑 坂東市岩井 3351 0297-35-0002 各工房（ガラス・陶芸・木工）体験料 2割引き（税別）

将門煎餅本舗 坂東市岩井 4448 0297-35-0506
1,000 円以上お買い上げの方に薄焼煎餅 3 枚

プレゼント

（有）ネモト お茶の根本園 坂東市生子 3522 0280-88-0241
さしま茶のペットボトル、もしくは、国産紅茶

のペットボトルサービス

四ツ六庵 坂東市岩井 2837-1 0297-35-0582
運転経歴証明書を提示されたお客様にのみ、飲

食代金 30% 値引きいたします。

那珂市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

メガネのクロサワ 那珂店 那珂市菅谷 2653-1 029-295-4824

メガネ 10%OFF、補聴器 5%OFF（セットメ

ガネ、特価品は除く）他の割引との併用はでき

ません。ご来店が困難な方へは、ご自宅までお

伺いいたします。　

筑西市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

家族レストラン坂東太郎

協和総本店
筑西市門井 1722-1 0296-54-5521

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

関東鉄道下館駅（常総線） 筑西市乙 84-10 0296-24-6035

各駅窓口で定期券・回数券を購入の際、運転経

歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

ごほう下館本店 筑西市一本松 482 0296-22-7878

運転経歴証明書ご提示でプラチナカード発行。

飲食代金お会計より 5% 割引（お持ち帰り商品、

ご宴会を除く）

シニアライフクリエイト 筑西店 筑西市横島 230 0296-45-8017 1 食無料試食券をプレゼント

筑西地区交通安全協会 筑西市直井 938 0296-22-6964

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

8 代葵カフェ協和店 筑西市門井 1722-8 0296-45-7801 会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。ばんどう太郎 下館店 筑西市玉戸 995-1 0296-28-1801

メガネストアー 下館店 筑西市下岡崎 3-1-9 0296-22-4345

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）
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市町村別一覧

行方市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

ちぐさ美容室 行方市麻生 1555-1 0299-72-0409 交通手段のない方の送迎

行方地区交通安全協会 行方市麻生 1723 0299-72-1265

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

長谷川美容室 行方市富田 71-3 0299-72-0537 送迎サービス（お問い合わせ下さい。）

ばんどう太郎玉造店 行方市玉造甲 1824-1 0299-55-3971
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネストアー

ベイシア玉造店

行方市玉造甲 650-2

ベイシア玉造内
0299-35-6978

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

神栖市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

AOKI 神栖平泉店 神栖市平泉 281-24 0299-90-0888

運転経歴証明書提示で 5%OFF。他クーポン

券セットセールとの併用も可能。他の総額割引

との併用は不可。補正代・宅配代は対象外

鹿島セントラルホテル

レストラン「セピア」
神栖市大野原 4-7-1 0299-95-5522

お食事ご利用のお客様で、運転経歴証明書をご

提示頂くと粗品プレゼント

神栖地区交通安全協会 神栖市木崎 1203-15 0299-95-6811

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。

安協会員の自主返納者には、返納後、5 年間有

効の特別会員カードを発行します。

関鉄観光バス 波崎車庫

神栖市古野谷 1138-1 0479-44-1200

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 波崎車庫

関鉄パープルバス 波崎車庫

関東鉄道 波崎車庫

ばんどう太郎 神栖店 神栖市掘割 3-1-10 0299-90-1011
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネストアー 神栖本店 神栖市知手 3081-16 0299-96-8878
メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

メガネストアー

ライフガーデン神栖店

神栖市平泉 8-72

ライフガーデン神栖
0299-95-5880

桜川市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

晤寶 岩瀬本店 桜川市西桜川 2-15 0296-75-6161

運転経歴証明書ご提示でプラチナカード発行。

飲食代金お会計より 5% 割引（お持ち帰り商品、

ご宴会を除く）

桜川地区交通安全協会 桜川市真壁町塙世 188-1 0296-54-0901

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。
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市町村別一覧

茨城町
協賛店名 住所 TEL サービス内容

メガネスーパー

イオンタウン水戸南店

東茨城郡茨城町長岡

3480-101
029-219-1170

メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）

小美玉市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城交通 茨城空港営業所 小美玉市野田 1110-3 0299-37-0227

茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。

キャトル・セゾン 小美玉市部室 1068 0299-35-7300 会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。ビュフェレストランそ・ら・ら 小美玉市山野 1628-44 0299-56-5656

メガネストアー 小川店 小美玉市中延 144-1 0299-58-6288

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

鉾田市
協賛店名 住所 TEL サービス内容

関鉄観光バス 鉾田営業所

鉾田市鉾田 2600-2 0291-33-3181

各営業所窓口で定期券・回数券を購入の際、運

転経歴証書の提示で、粗品を差し上げます。

※お一人様１点まで

関鉄グリーンバス 鉾田営業所

関鉄パープルバス 鉾田営業所

関東鉄道 鉾田営業所

三匹のこぶた 鉾田市上沢 1746-4 0291-39-5404

税込み 1,000 円お買上げのお客様は通常スタ

ンプ 1 個を 2 個に。20 個貯まれば 500 円の

商品券として使えます。

すみれ美容室 鉾田市鉾田 2531-5 0291-32-2726
車での送迎。希望の方は TEL して頂ければ予

約（ヘア）も行っています。

ばんどう太郎 鉾田店 鉾田市鉾田 1386 0291-32-5631
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

鉾田地区交通安全協会 鉾田市鉾田 2336-8 0291-33-6004

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。 安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

ミチコ美容室 鉾田市荒地 527-26 0291-37-1358 送迎（予約制）。顔そりのサービス（眉の手入れ）。

メガネストアー 鉾田店 鉾田市新鉾田 2-20-4 0291-34-7688

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）
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市町村別一覧

阿見町
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城県自動車学校 土浦校 稲敷郡阿見町阿見 383-2 029-887-0295

自主返納をした方と同居する親族が、自主返納

者の運転経歴証明書を持参して普通自動車教習

の申込をすると、3,000 円のクオカードをプ

レゼントします。

8 代葵カフェ ひたち野牛久店
稲敷郡阿見町荒川本郷

205-8
029-896-9611

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。
ばんどう太郎 ひたち野うしく店

稲敷郡阿見町荒川本郷

205-1
029-841-7321

メガネストアー 荒川沖本店
稲敷郡阿見町うずら野

4-2-1
029-843-6278

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

ロコレディ 荒川本郷店
稲敷郡阿見町本郷 3-1-1

ピアシティ荒川本郷
029-886-3669 来店時ソフトドリンクのサービス

東海村
協賛店名 住所 TEL サービス内容

イオン 東海店
那珂郡東海村舟石川駅東

4-1-1
029-287-3311

即日配達便は、お買上金額にかかわらず運転経

歴証明書提示で1個あたり配送料金を100円（税

込）〜324 円（税込）【店舗により配送料金は異な

ります。詳しくはご利用の店舗にお問い合わせく

ださい】※一部未実施の店舗もございます。

ばんどう太郎 東海店
那珂郡東海村東海

2-15-20
029-287-7251

会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネストアー 東海店
那珂郡東海村舟石川駅東

4-8-9 東昭ビル 1F
029-283-4118

メガネ一式、コンタクトレンズ、補聴器お買上

げ時、現金払い 10% 引き、カード支払い 5%

引き。（広告の品、備品除く。他の割引との併

用不可。）ご家族様利用可。ご自宅出張可（店舗

に問合わせ下さい。）

大子町
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城交通 大子営業所 久慈郡大子町矢田 823 0295-72-0428

茨城交通の各窓口にて、いばっピまたは漫遊パ

スの新規購入でオリジナルグッズを進呈いたし

ます。

大子地区交通安全協会 久慈郡大子町池田 2721 0295-72-1562

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

大洗町
協賛店名 住所 TEL サービス内容

大洗ホテル
東茨城郡大洗町磯浜町

6881
029-267-2151

一泊二食付でご利用の場合、コーヒー又は

ジュース 1 本サービス（チェックイン時にフロ

ントへ運転経歴証明書を提示）

オーシャンビュー大洗
東茨城郡大洗町東光台

8234-1
029-267-0488

宿泊 : 本人含め 3 名様まで、すべての宿泊コー

ス 500 円引き

日帰り入浴 : 本人含め 3 名様まで無料

鹿島臨海鉄道 大洗駅 東茨城郡大洗町桜道 301 029-267-5200

大洗駅売店で，運転経歴証明書をご提示の方に

オリジナルグッズを差し上げます。

※お一人様一回限り。

月ノ井酒造店 東茨城郡大洗町磯浜 638 029-266-2168
3,000 円以上の購入で、酒かす又は梅の実を

プレゼント

ビューティーサロン エミール 東茨城郡大洗町磯浜町 232 029-267-2277 運転経歴証明書提示で料金 10% 割引
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市町村別一覧

五霞町
協賛店名 住所 TEL サービス内容

ばんどう太郎 五霞店 猿島郡五霞町冬木 2906 0280-80-1411
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

境町
協賛店名 住所 TEL サービス内容

茨城県自動車学校 境校 猿島郡境町 1 0280-87-0454

自主返納をした方と同居する親族が、自主返納

者の運転経歴証明書を持参して普通自動車教習

の申込をすると、3,000 円のクオカードをプ

レゼントします。

海のさむらい 総本店 境店 猿島郡境町長井戸 267-2 0280-87-3017
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

境地区交通安全協会
猿島郡境町大字長井戸

51-27
0280-87-0180

県内の警察署で運転免許を自主返納した方に、

警察署内の地区安協窓口で、記念品をプレゼン

トします。安協会員の自主返納者には、返納後、

5 年間有効の特別会員カードを発行します。

さ志まや 工場売店 猿島郡境町 217 0280-81-3408
運転経歴証明書の提示により、5 千円以上のお

買い上げに際し、店舗近隣（境町・古河市・坂東市・

五霞町）への商品無料配送（時間指定は不可）、並

びに送料 5% 引を実施します。ただし、「無料配

送」、「送料 5% 引」とも本人宛に限ります。
さ志まや 本店 猿島郡境町 358 0280-87-2883

ロッキー

（ステーキ＆ハンバーグの店）
猿島郡境町長井戸 51-37 0280-86-5377

会計時 1,000 円未満で 50 円引き、1,000 円

以上で 100 円引き

県外
協賛店名 住所 TEL サービス内容

東部
愛知県春日井市中野町

2-2-3
0568-32-1725

安心安全な 4 輪自転車（エアロクークル M2）

ご購入時に、運転経歴証明書をご提示（郵送ま

たは FAX でも可）頂きましたら、送料無料 &

粗品の進呈（自転車カバーもしくは専用のカゴ

カバーのどちらかを進呈いたします。）の特典が

受けられます。サイクルベースあさひや、イオ

ンバイクほか、取扱い販売店でもご購入が可能

です。

坂東太郎グループ 県外 31 店舗
会食金額より 1 名様 50 円引き、同一グルー

プ最大 200 円引き。

メガネスーパー 全国 344 店舗
メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴

器 15%off!（※特価商品は除外いたします。）

県内全域
協賛店名 住所 TEL サービス内容

いばらきコープ生活協同組合 小美玉市西郷地 1703 0299-48-3243

コープデリの個人宅配をシルバー割引で利用さ

れている世帯で、運転免許を自主返納された場

合、基本手数料（80 円）についても 2 年間（104

週間）無料とします。（※一世帯につき1回限り）

常陽銀行 国内営業店 181 店
全自動貸金庫の取扱い手数料を最大半年間無料

（新規申込時）

筑波銀行 県内営業店 133 店
貸金庫・セーフティケース使用料を新規契約時

から半年間無料とします。（他の同様優遇サービスとの重複不可）
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●高齢運転者運転免許自主返納サポート事業に関するお問い合わせ

茨城県生活環境部生活文化課　安全なまちづくり推進室

電話：029-301-2842　FAX：029-301-2848

●運転免許返納に関するお問い合わせ

お近くの警察署または運転免許センター


