
運 転 免 許 証 自 主 返 納 者 支 援 事 業 

サービス提供店舗一覧表 
平成 30 年 4 月 

◆利用ガイド 

 有効期限のある運転免許証を自主返納し、運

転経歴証明書を取得した方が、本事業に協賛す

る店舗において証明書を提示した際に、店舗ご

との独自サービスを受けられる特典を付加する

ことで、交通事故の抑止を図るとともに、高齢

者に優しい高齢者に優しいまちづくり目指すこ

とを目的としたサービスが平成 30 年 4 月から

始まりました。 

運転経歴証明書をお持ちの方は、 

返納時に取得された｢運転経歴証明書｣を 

本紙に掲載された店舗等に持参･提示して 

ください。そのお店が提供する特典やサービスを 

受けられます。 

住所・50 音順で掲載しています。 

 

 

店 舗 名 所在地 サービス内容 

中合 福島店 
栄町 5-1 

℡521-5151 

5%OFF。対象商品は販売員にお尋ねください。 

他の特典およびサービスとの併用はできませ
ん。有効期限 2019 年 3 月 31 日まで。 

コスメハウスポピー 
大町 3-9 

℡522-8550 
1,000 円以上お買物のお客様へさらに 
｢ももりんポイント｣3,000 円分プレゼント。 

ブティック白バラ 
大町 2-32 

℡524-1396 
全商品 10%引き。 

阿部庄 
置賜町 8-1 

℡522-2635 
｢ももりんポイント｣3 倍。 

ガクブチのミヨシ 
置賜町 8-17 

℡522-3407 
各種額縁 5%割引。 

ファミリーマート 
福島置賜町店 

置賜町 8-18 
℡525-8010 

ご来店の方にレギュラーコーヒー 1 杯を 
サービスします。 

てっせんや 万世町 4-31 
℡534-6076 

①商品をお届けします ②タクシーお呼びし
ます ③金利の優遇(ショッピング、クレジッ
ト金利) 詳しくは販売員にお尋ねください。 

菊屋の羊羹本舗 
中町 6-30 

℡521-1234 
120 円のもなかを 1 個サービス。 

第一薬局 
中町 7-1 

℡522-8191 
お薬の宅配サービス(旧市内に限ります)。 

福島補聴器 
中町 1-30 アイシー
ハウス中町 101 

℡573-7843 

補聴器用電池 3 パック以上お買い上げの方に
1 パックサービスします。 

読売・民友センター 
福島中央 

五月町 8-42 
℡521-9370 

古紙回収の依頼に対応、伺います。 

駒田屋本舗 
荒町 5-29 

℡522-4729 
手づくりの味｢元祖みそぱん｣5 個入りを 1 割
引きで販売します。 

永井電機商会 
荒町 6-20 

℡521-0550 
お買い上げ品の配達無料。 

平和合作社 
荒町 5-27 

℡521-0525 
交通機関の待ち時間あれば店内でのお話し相
手、お茶等のサービスをいたします。 

松北園茶舗 
北町 1-9 

℡522-3635 
｢ももりんポイントカード｣ポイント 2 倍。 

近野電機工業所 
豊田町 1-28 

℡521-2144 
タクシーが来るまでお茶をサービスします。 

丹治電器 
豊田町 3-10 

℡523-3831 
粗品の進呈。 

小 売 店 



三宅新聞店 本店 
豊田町 2-3 

℡521-4025 
来店時に粗品の進呈(タオル等)。 

玉山畳店 
宮下町 18-12 

℡534-2440 
畳表替え 5%引き。畳新床 5%引き。ミニ畳 
(10cm×10cm)進呈。お見積無料。 

オノヤスポーツ MAX 店 
曽根田町 1-18 
ダイユーエイト MAX 
3階  ℡573-8607 

販売時の割引サービスならびに 
商品のお届けサービス(福島市内)。 

詳しくは販売員にお尋ねください。 

快眠･健康･こだわり枕 
ぐっすりん 

曽根田町 1-18 
ダイユーエイト MAX 
3階  ℡522-4729 

①商品をお届けします ②タクシーお呼びし
ます ③金利の優遇(ショッピング、クレジッ
ト金利) 詳しくは販売員にお尋ねください。 

安田酒店 
北五老内町 8-33 

℡534-3983 
当店ポイントカード 2 倍付加。 
(ただし、たばこは 1 倍) 

宮脇書店ヨークタウン 
野田店 

野田町四丁目 1-3 
℡533-0600 

タクシーお呼びします。 

お米の今川屋 
野田町六丁目 11-25 

℡534-5414 
ご来店のお客様に｢ももりんポイント｣3 倍 
付加。 

小田商店 
町庭坂字畑外 7-1 

℡591-1018 
電話一本で商品をお届けします。 

ツルタヤ 
町庭坂字内町 61 

℡591-1003 
お買い上げの商品を自宅まで無料配達いたし
ます。(地域内に限ります) 

川瀬酒販 
御山字田中 12 

℡534-0125 
ビール・清酒・飲料水等の無料配達。 

福島ヤクルト販売 
御山字中川原 116 

℡535-8960 
商品の配達無料。 

読売・民友センター 
福島中央 

泉字大仏 5 
℡557-3364 

古紙回収の依頼に対応、伺います。 

倉島商店  
福島配送センター 

北矢野目字原田東 
67-20 

℡0120-11-9677 
配達灯油の 1 ㍑あたりの単価より 1 円引き。 

高正 
方木田字吉ノ内 4-1 

℡539-6611 

①商品の配達無料 ②お買い上げ関係なく 
粗品進呈(当社オリジナル健康と笑顔セット) 
③節電目安に温度計プレゼント。 

岸本衣料品店 
黒岩字遠沖 6 

℡546-2040 
配達します。 

渡辺たたみ店 
黒岩字林ノ内 11-3 

℡546-1604 
工事代金税込総額より 5%割引。 

湯野川商店 
立子山字笠松 54-1 

℡597-2017 

1,000 円以上のお買物をされたお客様に 
①ドリンク(お茶 or コーヒー)1 本無料サービス。 
②商品無料配達します。 

(立子山地区、飯野地区に限ります) 

いちい    
Four’s Market、福島西店、蓬莱店、渡利店、鎌田店、 

信夫ケ丘店、パワーデポ食品館、リカーズ酒蔵、 

南福島店、飯坂店、庭坂店 (川俣店は対象外) 

※お問合せの際は各店舗にお尋ねください。 

【夢カードのポイント進呈】 
･100 ポイント 
･ご本人のみの夢カードに限ります。 
･ポイント付与日=運転経歴証明書を持参され 
 た方の誕生日月の 15 日のみ。 
･各店サービスカウンターでお手続きします。 
･実施店舗は左記の福島市内店舗です。 

 

 

 

 

店 舗 名 所在地 サービス内容 

ザ･ホテル大亀 
ビア&レストラン｢トータス｣ 

栄町 7-8 
℡522-8989 

お食事されたお客様にコーヒー1 杯サービス。 

スナックくらら 
栄町 12-10 ひかりビル 

℡522-4479 
飲食代 2 割引。 

飲 食 店 



日本料理しのぶの里 
(ホテル辰巳屋)      

栄町 5-1 
℡563-5230 

提示ご本人の飲食代 10%割引。 

レストラン&バー  
ロザージュ  (ホテル辰巳屋)    

栄町 5-1 
℡563-5230 

提示ご本人の飲食代 10%割引。 

笑夢 
大町 2-35  
サトウビル 2 階 

℡522-1841 
ドリンクサービス。 

くずし割烹 KUMA 
大町 2-35  
サトウビル 1 階 

℡573-9855 
ドリンク 1 杯無料。 

中国料理上海 大町店 
大町 2-8 

℡521-8883 
飲茶一品サービス。 

HOTEL SANKYO  
FUKUSHIMA 

大町 7-11 
℡525-2211 

コーヒー等ソフトドリンクの割引サービス。 

ラヴィバレホール 
早稲町 4-16 

℡522-0111 
車いすを無料でお貸しします。 

冨久楽 
仲間町 3-14 

℡522-0933 
タクシーお呼びします。 

Café de MoMo 
豊田町 2-20 
℡090-7418-8752 

お茶のサービス、高齢者のコミュニティの 
場所提供。 

西口喜多屋 
太田町 12-13 

℡533-4255 
お食事代金を 10%割引。 

ドトールコーヒーショップ
福島野田店       

野田町四丁目 1-3 
℡534-9111 

タクシーお呼びします。 

ザ･ホテル大亀  
ビア&レストラン 
｢トータス｣ 卸町店 

鎌田字卸町 10-1 
℡553-1666 

お食事されたお客様にコーヒー1 杯サービス。 

ザ･ホテル大亀 
 ビア&レストラン 
｢トータス｣青少年会館店 

黒岩字田部屋 53-5 
福島県青少年会館 
1 階  ℡545-5836 

お食事されたお客様にコーヒー1 杯サービス。 

にんにく居酒屋 駒ザクラ 
北沢又字川原 1-8 
笹木ハイツ A 棟 1-3 

℡558-7880 

正油ラーメン 600 円を 100 円引き。 
お昼限定(11:30-13:30)で店内飲食に限る。 

 

 

店 舗 名 所在地 サービス内容 

やよい写真館 
大町 1-24 

℡521-2619 
6 切以上の写真撮影プリント代を 2 割引に。 

さくらキッズランド 
五月町 2-2 

℡523-5778 
タクシーお呼びします。 

長谷川塗装店 
矢剣町 10-20 

℡534-1657 
粗品(手ぬぐい)進呈。 

ウェディングエルティ 
野田町一丁目 10-41 

℡535-6188 
タクシーお呼びします。 

クリーニング三愛 
東中央二丁目 78 

℡535-0103 
宅配クリーニングの割引。 

クリーニング北沢 
森合字屋敷下 38-18 

℡557-2526 
クリーニング商品の無料配達。 

介護ショップ マルフジ 
南矢野目字鼓原 18-8 

℡552-1031 
粗品進呈。 

second age 
鎌田字町 6-2 

℡553-1621 
お車の名義変更、抹消に関する事務手数料を 
サービス。※法的費用(印紙代)は含みません。 

 

 

 

 

サービス業 



 

 

施 設 名 所在地 サービス内容 

風流展望 太子の湯 山水荘 
土湯温泉町字油畑 55 

℡595-2141 
お一人様お酒 1 本お付けします。 

吉川屋 
飯坂町湯野字新湯 6 

℡542-2226 
ソフトドリンク 1 杯サービス。 

 

 

○タクシー 
福島地区のタクシーは、メーター料金の 1 割引でご乗車になれます。 

 詳しくは 福島地区ハイヤータクシー協同組合 ℡533-3113 まで 
お問合せください。 

 
 

金 融 機 関 名 サービス内容 

常陽銀行福島支店 
℡523-3131 

粗品(ポケットティッシュ等)進呈。 

大東銀行 
℡024-925-1111(本店代表) 

①粗品(ポケットティッシュ等)進呈。②タクシーをお呼びします。 
対象は福島市内の各支店です。 

東邦銀行 
℡523-3131(本店代表) 

年金支給日に、東邦銀行で年金受取をされているお客さまに粗品を進呈 
します。 

福島銀行 
℡525-2525(本店代表) 

タクシーお呼びします。 
対象は福島市内の本店営業部と各支店です。 

福島信用金庫 
フリーダイヤル 0120-201-219 
 

特別金利定期預金｢長寿の証｣ 
定期預金 1 年もので店頭表示金利＋0.4%。お預入金額 1,000 万円 
以内。 
詳しくは最寄りの営業店もしくは｢ふくしん総合相談センター｣まで 
お尋ねください。 

 

 

 
◆ご利用にあたっての注意事項◆ 

 
○本紙に記載の情報は 平成 30 年 3 月 25 日現在の内容です。 

○参加店舗の最新情報は 福島商工会議所ホームページに掲載されております。 

 http://www.fukushima-cci.or.jp    ページの印刷も可能です。どうぞご利用ください。 

○サービスのご利用に当たっては、運転経歴証明書を必ずご持参の上、利用先で提示してください。 

○サービス内容の詳細につきましては、店舗にてお尋ねください。 

○本件に関するお問合せは 

 福島商工会議所 地域振興課 電話 024-572-7118(直通) FAX 024-525-3566  

 〒960-8053 福島市三河南町 1 番 20 号 コラッセふくしま 8 階 

施 設 名 所在地 サービス内容 

公益財団法人福島市振興公社 
入江町 1-1 

℡531-6215 福島市振興公社が運営する左記の３施設が 
主催する事業の入場料(チケット代、受講料) 
を 5%割引します。 
(ただし、一部指定する事業および入館料を除く) 
詳細は 福島市振興公社 までお問合せください。  
 

福島市音楽堂 
入江町 1-1 

℡531-6221 

 福島テルサ 
上町 4-25 

℡521-1500 

ヘルシーランド福島 
岡部字上川原 26 

℡536-6500 

旅館・ホテル 

金 融 機 関 

交 通 機 関 

そ の 他 

http://www.fukushima-cci.or.jp/

