






運転免許自主返納制度とは 

（平成 28 年１月 29 日 現在） 

 

運転免許自主返納支援事業所一覧 

65歳以上の自为返納者を対象としますが、一部年齢制限のない支援事業もあります。 

 

 

☆☆☆ 協力店の検索項目 ☆☆☆ 
参照したい項目をクリックしてください。 

１．事業別 
【 自 治 体 】 【 金融機関 】 【 交通機関 】 【 宿泊・保養 】  

【 製造・販売等 】 【 飲  食 】 【 医 療 系 】 【 教育・福祉 】  

 

２．市町村別 
【 四国中央市 】 【 新居浜市 】 【 西 条 市 】 【 今 治 市 】 

【 松 山 市 】 【 東 温 市 】 【伊予市・伊予郡】 【 上浮穴郡 】 

【大洲市・喜多郡】 【 八幡浜市 】 【 西 予 市 】 【 宇和島市 】 

【北宇和郡・南宇和群】 【県外・その他】 

 

  
 

  
≪ 提示物 ≫ 
① 申請による運転免許の取消通知書 

② せん孔した旧運転免許証 

③ 申請による運転免許の取消通知書とせん孔した旧運転免許証 

④ 運転経歴証明書 

 

○ 業種別、地域順で記載しています。 

○ 特典を受けられる対象者や、必要な提示物、特典内容や手続方法、利用方法 

等はそれぞれ異なります。 

詳しくは、各事業所、協力店等にお問い合わせください。 



１．事業別 
【 自 治 体 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 四国中央市役所 

四国中央市三島宮川４丁目6-55 

0896-28-6145     ①② 

デマンドタクシー利用チケット

（400円×５枚綴り）贈呈 

※利用申請が必要 

２ 新居浜市役所 
新居浜市一宮町１丁目5-1 

0897-65-1261     ③又は④ 

デマンドタクシー利用料金の半額

割引 

３ 松山市役所 

松山市二番町４丁目7-2 

089-948-6863(総合交通課) 

① 

公共交通機関で利用できる乗車券

等5,000円相当を贈呈 

※交付申請が必要 

４ 伊予市役所 

伊予市米湊850 

089-982-1111(内線572) 

(伊予市経済雇用戦略課) 

伊予市コミュニティバスまたは 

伊予市デマンドタクシー利用券 

（10回分）交付 

※伊予市に住民登録のある65歳以

上の運転免許自为返納者 

※事前に手続きの方法の問い合わ

せが必要 

「協力店の検索項目」へ 

 

 



 

【 金融機関 】※運転経歴証明書が必要です 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 川之江信用金庫 

四国中央市川之江町1706-1 

0896-58-1300     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで) 

※利用申請が必要 

２ 東予信用金庫 

新居浜市中須賀１丁目6-37 

0897-37-1313     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

３ 愛媛信用金庫 

松山市二番町４丁目2-11 

089-946-1111     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

４ 伊予銀行 

松山市南堀端町１ 

089-941-1141     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

５ 愛媛銀行 

松山市勝山町2-1 

089-933-1111     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額10

万円～300万円)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

６ 宇和島信用金庫 

宇和島市本町追手２丁目8-21 

0895-23-7000     ④ 

スーパー定期預金利息0.3％割増

(預金額１万円～300万円) 

※年齢制限なし、利用申請が必要 

７ 
愛媛県信用農業 

協同組合連合会 

松山市南堀端町2-3 

089-948-5211     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

８ うま農業協同組合 

四国中央市三島金子2-4-23 

0896-24-3737     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

９ 新居浜市農業協同組合 

新居浜市田所町3-63 

0897-37-1003     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

10 西条市農業協同組合 

西条市神拝字出口甲478-1 

0897-56-1800     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

11 周桑農業協同組合 

西条市丹原町池田1701-1 

0898-68-6266     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

12 越智今治農業協同組合 

今治市北宝来町1-1-5 

0898-34-1813     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

13 今治立花農業協同組合 

今治市北鳥生町3-3-14 

0898-23-0246     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

14 松山市農業協同組合 

松山市三番町8-325-1 

089-946-1611     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

15 えひめ中央農業協同組合 

松山市千舟町8-128-1 

089-943-8731     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

16 愛媛たいき農業協同組合 

大洲市東大洲198 

0893-24-4181     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

17 西宇和農業協同組合 

八幡浜市江戸岡1-12-10 

0894-24-1118     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

18 東宇和農業協同組合 

西予市宇和町卯之町2-462 

0894-62-1212     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

19 えひめ南農業協同組合 

宇和島市栄町港3-303 

0895-22-8111     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

「協力店の検索項目」へ 

 

 



 

【 交通機関 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ ジェイアール四国バス 

高松市浜ノ町8-33 

087-825-1717     ④ 

路線バス(松山～落出)運賃半額割

引 

※運転経歴証明書が必要。年齢制限なし 

２ わら（介護タクシー） 
今治市伯方町木浦3117-2 

0897-72-0221     ④ 

タクシー料金１割引 

※65歳以上で運転経歴証明書を提示 

３ ＮＰＯ法人にこにこ日土 

八幡浜市日土2-39-6 

0894-26-1156     ④ 

5,000円分乗車券贈呈 

※過疎地有償運送事業 

※利用申請が必要 

４ 宇和島自動車 

宇和島市錦町3-22 

0895-22-2200     ④ 

路線バスの普通片道運賃５割引

(高速バスを除く) 

※運転経歴証明書が必要。年齢制限なし 

５ 
うま農業協同組合 

営農経済部アグリサポート 

四国中央市中之庄町1684-4 

0896-22-3355     ② 

乗合バスサービス券５枚進呈 

(手続き・問合せ必要、各種条件

等有り) 

※年齢制限なし 

６ 井伊渡船 

宇和島市三浦西3221 

0895-29-0523     ①④ 

渡船料金から1,000円割引(本人に

限る) 

※年齢制限なし、利用申請必要 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 宿泊・保養 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ ホテルグランフォーレ 

四国中央市三島朝日１丁目1-30 

0896-23-3355     ② 

宿泊費から20％割引 

ホテル内｢宇宙｣での飲食料金５％

割引（ディナータイムのみ） 

２ ホテル青木 
西条市大町802-18 

0897-53-1118     ②④ 

宿泊料金10％割引（本人及び同伴

者に限る） 

３ クアハウス今治 
今治市湯ノ浦36 

0898-47-0606     ④ 

入館料500円(200円割引) 

４ 今治国際ホテル 
今治市旭町２丁目3-4 

0898-36-1111     ④ 

宿泊料金20％割引 

５ メルパルク松山 
松山市道後姫塚123-2 

089-945-6411     ③④ 

宿泊料金20％割引 

※チェックイン時に提示 

６ 東京第一ホテル松山 
松山市南堀端町6-16 

089-947-4412     ③④ 

宿泊料金30％、飲食料金５％割引 

７ ウエルピア伊予 
伊予市下三谷1761-1 

089-983-4500     ④ 

レストラン飲食料金10％割引、入

浴料200円割引 

８ 株式会社チェックイン 

ホテルチェックイン松山 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
松山市三番町２丁目7-3 

089-998-7000     ①②④ 

ホテル三番町 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
松山市三番町２丁目7-7 

089-913-2000     ①②④ 

ホテルチェックイン四条烏丸 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
京都市中京区手洗水町654-2 

075-252-5100     ①②④ 

ホテルチェックイン新橋 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
東京都港区新橋２丁目15-17 

03-3501-5100     ①②④ 

アネックスチェックイン新橋 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
東京都港区新橋３丁目10-10 

03-3434-6000     ①②④ 

ホテル新橋三番館 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
東京都港区新橋３丁目10-9 

03-3434-1113     ①②④ 

９ 三好旅館 
宇和島市津島町岩松814-1 

0895-32-2107     ④ 

宿泊料金1人500円割引（本人） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 製造・販売 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ スズキ販売四国中央 
四国中央市妻鳥町1100 

0896-56-3355     ② 

電動車椅子購入２万円引き 

２ 川之江バッテリー 
四国中央市妻鳥町1011-1 

0896-58-4332     ③④ 

新車電動車椅子購入２万円引き 

中古電動車椅子5,000円引き 

３ あまげん本店 
四国中央市川之江町1651-1 

0896-56-2058     ② 

商品の購入価格から５％割引 

４ メガネのかわのえ 

グラスアートカワノエ 商品の購入価格から５％割引 

四国中央市川之江町2033-2 

0896-58-6808     ② 

フジグラン川之江店 商品の購入価格から５％割引 

四国中央市妻鳥町1136-1 

0896-59-4188     ② 

５ ㈲フルールうちだ 
四国中央市川之江町1646-4 

0896-56-3802     ② 

通常価格から５％割引 

６ 菓匠たつの屋 
四国中央市三島宮川３丁目18-19 

0896-23-3474     ② 

通常価格から５％割引 

７ カイナンフローリスト 
四国中央市三島中央３丁目17-21 

0896-23-2332     ② 

通常価格から５％割引 

８ コダマ花店 
四国中央市三島中央３丁目12-15 

0896-23-2173     ② 

通常価格から５％割引 

９ 松井時計店 
四国中央市土居町入野932-1 

0896-74-4691     ② 

時計電池交換券進呈 

10 大学堂眼鏡店 
新居浜市泉池町9-23 

0897-33-2030     ③④ 

眼鏡、補聴器等を５％割引 

11 ＡＩＤ建設株式会社 

新居浜市船木字元船木甲4122-6 

0897-43-9711     ②④ 

介護保険利用の住宅改修５％割引 

新築・リフォーム３％割引 

※年齢制限なし 

12 ハマイ景観企画 

新居浜市萩生2745-5 

0897-47-1114     ④ 

エクステリア商品代金、外構エク

ステリア工事代金から５％割引 

※年齢制限なし 

13 サイクルショップしのりん 
新居浜市東田２丁目1846-2 

0897-41-5122     ②④ 

自転車購入時８％割引 

※年齢制限なし 

14 有限会社 栄和設備 

新居浜市本郷２丁目3-19 

0897-40-0583     ①②③④ 

一戸建て住宅の水廻りリフォーム

工事をご提案価格より５％割引 

※年齢制限なし 

15 フェアリーテール 

新居浜店 商品を1,000円以上買い物でどら

焼き１個贈呈 新居浜市西の土居町１丁目1-2 

0897-32-0015     ②④ 

西条店 

西条市朔日市70-1 

0897-53-8287     ②④ 

「協力店の検索項目」へ 

 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

16 介護レンタル スマイル 

新居浜市郷３丁目6-10 

0897-45-2530     ④ 

レンタル契約時にステッキホルダ

ー、ネームストラップ(杖ひも)を

プレゼント 

※年齢制限なし 

17 株式会社篠原商事 
新居浜市北内町１丁目1-49 

0897-43-7516     ③④ 

オーダーカーテンお買い上げの方

５％割引  

※年齢制限なし 

18 ヒット焼登道店 
新居浜市徳常町5-30(登り道) 

0897-32-1040     ② 

ヒット焼購入代金の５％引き 

※年齢制限なし 

19 洋菓子工房れじゅーる 
西条市大町794-2 

0897-53-8811     ②④ 

商品購入時スタンプカード２倍押

印（本人に限る。） 

20 星加のゆべし 

石鎚店 商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 西条市西田甲538-2 

0897-55-8474     ②④ 

東町店 

西条市東町225-2 

0897-56-2447     ②④ 

21 
有限会社 大阪屋 

製造直売店 

西条市神拝甲47-7 

0897-55-2963     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

22 おおさかや 蔵はち 
西条市大町848 石井ビル１階 

0897-53-0098     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

23 亀生堂 
西条市大町1686 

0897-55-2458     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

24 桐屋菓舗 
西条市大町681 

0897-55-6582     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

25 
株式会社 

ことぶき精肉店東町店 

西条市東町334 

0897-53-7550     ②④ 

購入商品価格10％割引（本人に限

る。） 

26 
フラワーガーデン 

フレッシュバリュー西条店 

西条市朔日市296 

0897-55-6387     ②④ 

1,000円以上お買い上げで商品購

入代金品10％割引（本人に限る） 

27 ながしま花店 
西条市大町1622-5 

0897-55-3604     ②④ 

1,000円以上お買い上げで商品購

入代金品８％割引（本人に限る） 

28 
四国クボタ㈱ 

西条営業所 

西条市神拝甲246 

0897-56-2066     ②④ 

電動車いす新車購入時２万円引き

（本人に限る） 

※新車購入契約時に提示 

29 
ライダースクラブ 

はなやま 

西条市朔日市555-2 

0897-55-2179     ②④ 

電動車いす新車購入の方に限り、

毎年１回無料訪問点検実施（本人

に限る） 

※新車購入契約時に提示 

30 加藤善一商会 

西条市氷見乙1117-2 

0897-57-9310     ②④ 

電動車いす新車購入時２万円引き

（本人に限る） 

※新車購入契約時に提示 

31 有限会社ムラカワ 

西条市明屋敷108 

0897-55-2706     ②④ 

電動車いす新車購入時１万円引き

及び保険加入サービス（交通事故

傷害保険期間1年、本人に限る）

※新車購入契約時に提示 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

32 黒猫パン総本店 
西条市神拝甲514 

0897-55-3213     ②④ 

購入商品代金５％割引(本人に限

る) 

33 時計メガネフクシマ 
西条市大町1524-1 

0897-55-3861     ②④ 

購入代金から割引（本人のみ。メ

ガネ等の指定商品に限る） 

34 グラッシーズみずき 
西条市樋之口6-1 

0897-47-3345     ②④ 

眼鏡等購入商品代金５％割引 

35 株式会社 明治屋 
西条市大町1702-3 

0897-56-2282     ②④ 

購入商品代金から５～10％割引

（本人及び同伴者） 

36 
有限会社 

マルゴシ洋品店 

西条市大町1686-13 

0897-56-2610     ②④ 

購入商品５％割引（本人に限る） 

37 男性専科 日光 
西条市大町1686 

0897-55-2764     ②④ 

購入商品10％割引（本人に限る） 

38 正直屋時計店 
西条市大町1683 

0897-55-3398     ②④ 

購入商品３％割引（本人に限る） 

39 有限会社 河原呉服店 
西条市大町1542 

0897-55-2578     ②④ 

購入商品10％割引（本人に限る） 

40 椿本カメラ 
西条市大町1545 

0897-55-2630     ②④ 

デジタルプリント代金８％割引

（本人及び同伴者に限る） 

41 ハルキフォート 
西条市大町1549 

0897-55-3262     ②④ 

デジタルプリント代金８％割引

（本人及び同伴者に限る） 

42 インテリアかわにし 
西条市大町1681 

0897-56-2912     ②④ 

購入商品10％割引（本人に限る） 

43 
株式会社フジ 

フジグラン西条 

西条市新田字北新田235 

0897-58-2811     ②④ 

店頭で日用品を購入し午前中に宅

配サービスを申し込まれた方を対

象に、無料で宅配(指定地域のみ｡

生鮮食料品､冷凍食品､ワレモノ等

除く) 

※指定コンテナ１個口限定 

44 アイ･アイ･エー 
松山市南久米234 

089-976-2220     ③④ 

メガネ、サングラス、補聴器を

５％割引 

45 いよてつ高島屋 
松山市湊町５丁目1-1 

089-948-2380     ④ 

1,500円以上買い物で300円分お帰

り切符贈呈 

46 サークルＫ四国 

松山市勝山１丁目14-1 

0120-590-188     ① 

プレカード(買物券)500円分贈呈 

※店舗内の申込用紙に必要事項を記

入、取消通知書コピーと共に郵送 

47 セコム 

松山市南堀端町5-8 

089-945-6161     ③④ 

位置検索サービス｢ココセコム｣加

入料金1,000円引き 

※加入時に申請が必要 

48 メガネのアオノ 
松山市千舟町５丁目1-6 

089-931-5333     ③④ 

メガネ等商品の特別割引 

49 アイソウ 
伊予市下吾川1241-2 

089-983-1515     ②③④ 

配達及び組立て無料 

商品により特別割引の場合あり 

50 マミーハウス 
伊予市下吾川2045-1 

089-982-3450     ②③④ 

介護保険利用の住宅改修５％割

引、新築・リフォーム３％割引 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

51 オズメッセ２１ 
大洲市東大洲1596 

0893-25-2511     ④ 

オズカードポイント２倍発行 

52 大塚写真館 

西予市野村町野村12-373 

0894-72-0259     ①② 

運転経歴証明書申請用の証明写真

代金200円引き  

※年齢制限なし 

53 兵頭写真館 

西予市野村町野村12-293 

0894-72-0019     ①② 

運転経歴証明書申請用の証明写真

代金200円引き  

※年齢制限なし 

54 有限会社オートウェーブ西予 

西予市宇和町稲生38 

0894-62-3430     ④ 

電動車いす新車購入時２万円引き 

電動車いす中古購入時１万円引き 

（本人に限る） 

※年齢制限なし 

各種レンタカー10％割引（家族） 

55 メガネのカワダ 

宇和店 眼鏡、補聴器購入代金５％割引 

※年齢制限なし 

 
西予市宇和町卯之町４丁目654 

0894-62-7055     ④ 

野村店 眼鏡、補聴器購入代金５％割引 

※年齢制限なし 

 
西予市野村町野村12-437-2 

0894-72-0457     ④ 

56 ａｕショップ西予 

西予市宇和町卯之町４丁目556 

0894-62-7477     ④ 

新規・機種変更の端末代金 

2,000円割引（指定機種に限る） 

※年齢制限なし       

57 田中精肉店 

西予市宇和町卯之町２丁目322 

0894-62-0111     ④ 

商品購入代金から５％割引 

（本人及び同伴者に限る） 

※年齢制限なし 

58 
フレッシュドライ 

あさひや 

宇和島市吉田町立間尻2088-５ 

0895-52-1236     ④ 

本人が利用したクリーニング料金

（合計金額）から10％割引 

※年齢制限なし、利用申請必要 

59 
ドコモショップ 

きほく店 

北宇和郡鬼北町近永367-1 

0120-899-580     ④ 

0895-45-3666 

特定の機種に機種変更・新規契約

した際に機種代頭金1,000円割引 

（契約者に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

60 
ａｕショップ 

宇和島和霊 

宇和島市和霊町1240 

0895-24-3741     ④ 

新規・機種変更した場合、2,000

円分のオプション品プレゼント 

※年齢制限なし、利用申請必要 

61 
ａｕショップ 

きほく店 

北宇和郡鬼北町永野市637-1 

0895-45-3881  FAX 0895-45-3880    

                     ①④ 

新規・機種変更の端末代金から 

2,000円割引（指定機種に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

62 
ドコモショップ 

宇和島店 

宇和島市曙町4-17 

0120-859-580     ④ 

0895-23-0811 

らくらくスマートフォン購入時に 

頭金1,000円割引（指定機種に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

63 
有限会社 

ヤマシタクリーニング 

山下クリーニング中沢本店 本人が利用したクリーニング料金

（合計金額）から10％割引 

（外注品は除く） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

 

宇和島市中沢町１丁目2-35 

0895-22-0808     ④ 

山下クリーニング枡形店 

宇和島市枡形町３丁目8-4 

0895-22-0696     ④ 

山下クリーニングフジ宇和島店 

宇和島市恵比須町２丁目3-28 

0895-25-2910     ④ 

山下クリーニンググランフジ北宇和島店 

宇和島市伊吹町912 

0895-23-3080     ④ 

山下クリーニングエースワン店 

宇和島市寄松甲206 

0895-22-0819     ④ 

山下クリーニング鬼北店 

北宇和郡鬼北町大字永野市637-1 

0895-45-0480     ④  

64 有限会社 土居真珠 

宇和島市三浦西5121-9 

0895-29-0011     ①②③ 

真珠製品20％割引           

（一部商品を除く） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

65 有限会社 丸定商店 

八幡浜市1525-1（商工会議所前） 

0894-22-0008          ④ 

店内商品（紳士服等）すべて30％ 

割引（運転経歴証明書取得者の家

族を含む） 

※年齢制限なし 

※平成28年１月14日から開始 

66 松竹写真館 

八幡浜市1320 

0894-22-0797          ① 

運転経歴証明書申請用の写真代金 

200引き 

※年齢制限なし 

※平成28年１月14日から開始 

67 
ドコモショップ 

宇和島新町店 

宇和島市新町１丁目2-21 

0895-24-0310          ④ 

新規・機種変更の端末代金から 

2,000円割引（指定機種に限る） 

（本人に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

68 サンエコサービス 

宇和島市宮下甲73-1 

0895-23-5161          ④ 

家庭の粗大ごみ回収代金から10％ 

割引（一般廃棄物に限る） 

（本人に限る） 

※年齢制限なし 

※平成28年２月１日から開始 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

69 
株式会社 

四国クボタ 

愛媛事務所・松山営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

伊予郡松前町浜1035-1 

089-908-6778     ②④ 

土居営業所 

四国中央市土居町入野866-1 

0896-74-6177          ②④ 

今治営業所 

今治市上徳甲739-6 

0898-47-5665          ②④ 

北条営業所 

松山市中西外182-2 

089-992-0355          ②④ 

重信営業所 

東温市牛渕字葛原990-6 

089-955-1101     ②④ 

森松営業所 

伊予郡砥部町高尾田559-1 

089-956-0676          ②④ 

久万営業所 

上浮穴郡久万高原町久万288-2 

0892-21-0407          ②④ 

大洲営業所 

大洲市東大洲929-2 

0893-25-5510          ②④ 

宇和営業所 

西予市宇和町上松葉屋敷田25-1 

0894-62-0059          ②④ 

宇和島営業所 

宇和島市祝森字木の下甲800-5 

0895-27-1760          ②④ 

南宇和営業所 

南宇和郡愛南町蓮乗寺90-1 

0895-72-3216          ②④ 

広見営業所 

北宇和郡鬼北町大字永野市471 

0895-45-0812          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 飲 食 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ ルミエール 
四国中央市三島中央２丁目5-1 

0896-24-2222     ② 

昼のランチ５％割引 

２ 有限会社 串味鳥 
新居浜市星原町６丁目18 

0897-40-1303     ①②③④ 

飲食代金５％割引 

※年齢制限なし 

３ 
お好み鉄板すみれ 

新居浜店 

新居浜市西喜光地町8-27 

0897-40-0430     ④ 

ファーストドリンク(生ビール

(中)、焼酎(グラス)、ソフトドリ

ンク)をサービス  

※年齢制限なし 

４ プチ珈琲館 
西条市朔日市258-2 

0897-55-6767     ②④ 

飲食代金５％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

５ 
Ｃａｆｅアルル 

西条店 

西条市樋之口398-2 

0897-47-5155     ②④ 

飲食代金８％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

６ マルトモ水産鮮魚市場 

西条市樋之口456-5 

0897-56-8600     ②④ 

飲食代金３％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

７ 
カフェ・アーリーブルーメル 

西条店 

西条市朔日市280-1 

0897-53-8881     ②④ 

ドリンクを注文時にシフォンケー

キ１個を無料提供 

８ 炭火焼鳥とりっこ 

新居浜店 飲食代金10％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 
新居浜市徳常町6-17 

0897-32-1005     ②④ 

西条店 

西条市朔日市257-1 

0897-53-8103     ②④ 

東予店 

西条市三津屋東31-14 

0898-76-1005     ②④ 

９ やきにくの蔵 
西条市樋之口416-4 

0897-47-5529     ②④ 

飲食代金10％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

10 毎日食堂 
西条市朔日市275-5 

0897-55-6060     ②④ 

各セット料金100円割引 

（本人及び同伴者に限る。） 

11 西條そば甲 
西条市朔日市783-6 

0897-55-7836     ②④ 

飲食料金割引チケット(200円)の

進呈（進呈時に利用可能、本人及

び同伴者に限る。１会計１組） 

12 焼肉専門店 泰山 

焼肉専門店 泰山 飲食代金５％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 
西条市喜多川430-5 

0897-55-3701     ②④ 

和創居酒屋 たかくら 

松山市二番町１丁目2-7 

089-961-4129     ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

13 

今
治
や
き
と
り
料
飲
組
合(

６
店)

 

山鳥 
今治市末広町１丁目4-7 

0898-22-7188     ④ 

飲食料金から５％割引 

（本人と同伴者のみ） 

※運転経歴証明書を提示 
新味鳥 

今治市常盤町８丁目2-14 

0898-24-2662     ④ 

炭焼大宝 
今治市南大門町１丁目2-18 

0898-22-8242     ④ 

はち八 
今治市郷本町２丁目5-17 

0898-32-8281     ④ 

頼登 
今治市松本町２丁目5-17 

0898-25-2558     ④ 

よりみち 
今治市北日吉町１丁目1-5 

0898-33-7285     ④ 

14 かに道楽 
松山市一番町２丁目6-3 

089-941-2448     ①②③④ 

飲食料金から５％割引 

15 
愛媛県料飲組合 

内山支部 

喜多郡内子町内子1786 

0893-44-4511     ④ 

飲食料金10％割引等 

16 お食事の店  たちばな 

西予市宇和町卯之町５丁目368 

0894-62-3784     ④ 

お食事時、証明書提示者グループ

に、アイスクリーム、ホットコー

ヒー、アイスコーヒーのいずれか

サービス           

※年齢制限なし 

17 
郷土のおばんざい処 

「嬉京」 

宇和島市津島町高田乙588 

0895-32-4567     ④ 

料理１人(2,000円～4,000円)10％

割引、各種弁当５％割引 

同伴者も同様の割引 

※年齢制限なし、利用申請必要 

18 かめいちうどん 

宇和島市保田甲128-1 

0895-27-3331     ①②④ 

自为返納者は基本料金から150円

割引、同伴者(18歳以上)は基本料

金から100円割引 

(自为返納者及び同伴者に限る。 

１会計１組とする。) 

※自为返納者は年齢制限なし  

※利用申請必要 

19 
有限会社 

海鮮割烹一心 

宇和島市丸之内１丁目３-２ 

0895-24-6698     ④ 

本人及び同伴者の飲食代金（合計

金額）から５％割引（同一日の１

会計のみ） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 医 療 系 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 近藤鍼灸院 
新居浜市松原町13-72 

0897-43-3500     ②④ 

初診料半額 

※年齢制限なし 

「協力店の検索項目」へ 

 



 

【 教育・福祉 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ ニチイ学館 松山支店 

松山市三番町４丁目4-6 

089-915-6280     ①②④ 

ＣｏＣｏ塾とＣｏＣｏ塾Ｊｒ(英

語塾)の入会金免除(本人とその家

族(二親等まで)) 

 ※年齢制限なし 

２ ベストケア㈱ 

ベストケア㈱福祉用具貸与事業所 福祉用具販売用品を20％割引 

(電動ベッド、車椅子、杖、紙お

むつ等) 

 ※年齢制限なし 

松山市山越５丁目9-6(２階) 

089-911-0101     ①②④ 

コンシェリナ松山城北 シニア向け娯楽施設“コンシェリ

ナ”１日無料体験(送迎車あり｡ボ

ディケアやエステ、美容、カラオ

ケルームなど利用可能) 

※年齢制限なし 

松山市山越５丁目9-6(１階) 

089-911-1118     ①②④ 

「協力店の検索項目」へ 



２．市町村別 
【 四国中央市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 四国中央市役所 

四国中央市三島宮川４丁目6-55 

0896-28-6145     ①② 

デマンドタクシー利用チケット

（400円×５枚綴り）贈呈 

※利用申請が必要 

２ 川之江信用金庫 

四国中央市川之江町1706-1 

0896-58-1300     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで) 

※利用申請が必要 

３ うま農業協同組合 

四国中央市三島金子2-4-23 

0896-24-3737     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

４ 
うま農業協同組合 

営農経済部アグリサポート 

四国中央市中之庄町1684-4 

0896-22-3355     ② 

乗合バスサービス券５枚進呈 

(手続き・問合せ必要、各種条件

等有り) 

※年齢制限なし 

５ ホテルグランフォーレ 

四国中央市三島朝日１丁目1-30 

0896-23-3355     ② 

宿泊費から20％割引 

ホテル内｢宇宙｣での飲食料金５％

割引（ディナータイムのみ） 

６ スズキ販売四国中央 
四国中央市妻鳥町1100 

0896-56-3355     ② 

電動車椅子購入２万円引き 

７ 川之江バッテリー 
四国中央市妻鳥町1011-1 

0896-58-4332     ③④ 

新車電動車椅子購入２万円引き 

中古電動車椅子5,000円引き 

８ あまげん本店 
四国中央市川之江町1651-1 

0896-56-2058     ② 

商品の購入価格から５％割引 

９ メガネのかわのえ 

グラスアートカワノエ 商品の購入価格から５％割引 

四国中央市川之江町2033-2 

0896-58-6808     ② 

フジグラン川之江店 商品の購入価格から５％割引 

四国中央市妻鳥町1136-1 

0896-59-4188     ② 

10 ㈲フルールうちだ 
四国中央市川之江町1646-4 

0896-56-3802     ② 

通常価格から５％割引 

11 菓匠たつの屋 
四国中央市三島宮川３丁目18-19 

0896-23-3474     ② 

通常価格から５％割引 

12 カイナンフローリスト 
四国中央市三島中央３丁目17-21 

0896-23-2332     ② 

通常価格から５％割引 

13 コダマ花店 
四国中央市三島中央３丁目12-15 

0896-23-2173     ② 

通常価格から５％割引 

14 松井時計店 
四国中央市土居町入野932-1 

0896-74-4691     ② 

時計電池交換券進呈 

15 ルミエール 
四国中央市三島中央２丁目5-1 

0896-24-2222     ② 

昼のランチ５％割引 

「協力店の検索項目」へ 

 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 
株式会社 

四国クボタ 

土居営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

四国中央市土居町入野866-1 

0896-74-6177          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 

 



 

【 新居浜市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 新居浜市役所 
新居浜市一宮町１丁目5-1 

0897-65-1261     ③又は④ 

デマンドタクシー利用料金の半額

割引 

２ 東予信用金庫 

新居浜市中須賀１丁目6-37 

0897-37-1313     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

３ 新居浜市農業協同組合 

新居浜市田所町3-63 

0897-37-1003     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

４ 大学堂眼鏡店 
新居浜市泉池町9-23 

0897-33-2030     ③④ 

眼鏡、補聴器等を５％割引 

５ ＡＩＤ建設株式会社 

新居浜市船木字元船木甲4122-6 

0897-43-9711     ②④ 

介護保険利用の住宅改修５％割引 

新築・リフォーム３％割引 

※年齢制限なし 

６ ハマイ景観企画 

新居浜市萩生2745-5 

0897-47-1114     ④ 

エクステリア商品代金、外構エク

ステリア工事代金から５％割引 

※年齢制限なし 

７ サイクルショップしのりん 
新居浜市東田２丁目1846-2 

0897-41-5122     ②④ 

自転車購入時８％割引 

※年齢制限なし 

８ 有限会社 栄和設備 

新居浜市本郷２丁目3-19 

0897-40-0583     ①②③④ 

一戸建て住宅の水廻りリフォーム

工事をご提案価格より５％割引 

※年齢制限なし 

９ フェアリーテール 

新居浜店 商品を1,000円以上買い物でどら

焼き１個贈呈 新居浜市西の土居町１丁目1-2 

0897-32-0015         ②④ 

10 介護レンタル スマイル 

新居浜市郷３丁目6-10 

0897-45-2530         ④ 

レンタル契約時にステッキホルダ

ー、ネームストラップ(杖ひも)を

プレゼント  

※年齢制限なし 

11 株式会社篠原商事 
新居浜市北内町１丁目1-49 

0897-43-7516         ③④ 

オーダーカーテンお買い上げの方

５％割引  

※年齢制限なし 

12 ヒット焼登道店 
新居浜市徳常町5-30(登り道) 

0897-32-1040         ② 

ヒット焼購入代金の５％引き 

※年齢制限なし 

13 有限会社 串味鳥 
新居浜市星原町６丁目18 

0897-40-1303         ①②③④ 

飲食代金５％割引 

※年齢制限なし 

14 
お好み鉄板すみれ 

新居浜店 

新居浜市西喜光地町8-27 

0897-40-0430         ④ 

ファーストドリンク(生ビール

(中)、焼酎(グラス)、ソフトドリ

ンク)をサービス  

※年齢制限なし 

15 炭火焼鳥とりっこ 

新居浜店 飲食代金10％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 
新居浜市徳常町6-17 

0897-32-1005         ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

16 近藤鍼灸院 
新居浜市松原町13-72 

0897-43-3500         ②④ 

初診料半額 

※年齢制限なし 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 西 条 市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 西条市農業協同組合 

西条市神拝字出口甲478-1 

0897-56-1800     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

２ 周桑農業協同組合 

西条市丹原町池田1701-1 

0898-68-6266     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

３ ホテル青木 
西条市大町802-18 

0897-53-1118     ②④ 

宿泊料金10％割引（本人及び同伴

者に限る） 

４ フェアリーテール 

西条店 商品を1,000円以上買い物でどら

焼き１個贈呈 西条市朔日市70-1 

0897-53-8287     ②④ 

５ 洋菓子工房れじゅーる 
西条市大町794-2 

0897-53-8811     ②④ 

商品購入時スタンプカード２倍押

印（本人に限る。） 

６ 星加のゆべし 

石鎚店 商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 西条市西田甲538-2 

0897-55-8474     ②④ 

東町店 

西条市東町225-2 

0897-56-2447     ②④ 

７ 
有限会社 大阪屋 

製造直売店 

西条市神拝甲47-7 

0897-55-2963     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

８ おおさかや 蔵はち 
西条市大町848 石井ビル１階 

0897-53-0098     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

９ 亀生堂 
西条市大町1686 

0897-55-2458     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

10 桐屋菓舗 
西条市大町681 

0897-55-6582     ②④ 

商品購入代金から５％割引（本人

に限る。） 

11 
株式会社 

ことぶき精肉店東町店 

西条市東町334 

0897-53-7550     ②④ 

購入商品価格10％割引（本人に限

る。） 

12 
フラワーガーデン 

フレッシュバリュー西条店 

西条市朔日市296 

0897-55-6387     ②④ 

1,000円以上お買い上げで商品購

入代金品10％割引（本人に限る） 

13 ながしま花店 
西条市大町1622-5 

0897-55-3604     ②④ 

1,000円以上お買い上げで商品購

入代金品８％割引（本人に限る） 

14 
四国クボタ㈱ 

西条営業所 

西条市神拝甲246 

0897-56-2066     ②④ 

電動車いす新車購入時２万円引き

（本人に限る） 

※新車購入契約時に提示 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

15 
ライダースクラブ 

はなやま 

西条市朔日市555-2 

0897-55-2179     ②④ 

電動車いす新車購入の方に限り、

毎年１回無料訪問点検実施（本人

に限る） 

※新車購入契約時に提示 

16 加藤善一商会 

西条市氷見乙1117-2 

0897-57-9310     ②④ 

電動車いす新車購入時２万円引き

（本人に限る） 

※新車購入契約時に提示 

17 有限会社ムラカワ 

西条市明屋敷108 

0897-55-2706     ②④ 

電動車いす新車購入時１万円引き

及び保険加入サービス（交通事故

傷害保険期間1年、本人に限る）

※新車購入契約時に提示 

18 黒猫パン総本店 
西条市神拝甲514 

0897-55-3213     ②④ 

購入商品代金５％割引（本人に限

る） 

19 時計メガネフクシマ 
西条市大町1524-1 

0897-55-3861     ②④ 

購入代金から割引（本人のみ。メ

ガネ等の指定商品に限る） 

20 グラッシーズみずき 
西条市樋之口6-1 

0897-47-3345     ②④ 

眼鏡等購入商品代金５％割引 

21 株式会社 明治屋 
西条市大町1702-3 

0897-56-2282     ②④ 

購入商品代金から５～10％割引

（本人及び同伴者） 

22 
有限会社 

マルゴシ洋品店 

西条市大町1686-13 

0897-56-2610     ②④ 

購入商品５％割引（本人に限る） 

23 男性専科 日光 
西条市大町1686 

0897-55-2764     ②④ 

購入商品10％割引（本人に限る） 

24 正直屋時計店 
西条市大町1683 

0897-55-3398     ②④ 

購入商品３％割引（本人に限る） 

25 有限会社 河原呉服店 
西条市大町1542 

0897-55-2578     ②④ 

購入商品10％割引（本人に限る） 

26 椿本カメラ 
西条市大町1545 

0897-55-2630     ②④ 

デジタルプリント代金８％割引

（本人及び同伴者に限る） 

27 ハルキフォート 
西条市大町1549 

0897-55-3262     ②④ 

デジタルプリント代金８％割引

（本人及び同伴者に限る） 

28 インテリアかわにし 
西条市大町1681 

0897-56-2912     ②④ 

購入商品10％割引（本人に限る） 

29 
株式会社フジ 

フジグラン西条 

西条市新田字北新田235 

0897-58-2811     ②④ 

店頭で日用品を購入し午前中に宅

配サービスを申し込まれた方を対

象に、無料で宅配(指定地域のみ｡

生鮮食料品､冷凍食品､ワレモノ等

除く) 

※指定コンテナ１個口限定 

30 プチ珈琲館 
西条市朔日市258-2 

0897-55-6767     ②④ 

飲食代金５％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

31 
Ｃａｆｅアルル 

西条店 

西条市樋之口398-2 

0897-47-5155     ②④ 

飲食代金８％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

32 マルトモ水産鮮魚市場 

西条市樋之口456-5 

0897-56-8600     ②④ 

飲食代金３％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

33 
カフェ・アーリーブルーメル 

西条店 

西条市朔日市280-1 

0897-53-8881     ②④ 

ドリンクを注文時にシフォンケー

キ１個を無料提供 

34 炭火焼鳥とりっこ 

西条店 飲食代金10％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 
西条市朔日市257-1 

0897-53-8103     ②④ 

東予店 

西条市三津屋東31-14 

0898-76-1005     ②④ 

35 やきにくの蔵 
西条市樋之口416-4 

0897-47-5529     ②④ 

飲食代金10％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 

36 毎日食堂 
西条市朔日市275-5 

0897-55-6060     ②④ 

各セット料金100円割引 

（本人及び同伴者に限る。） 

37 西條そば甲 
西条市朔日市783-6 

0897-55-7836     ②④ 

飲食料金割引チケット(200円)の

進呈（進呈時に利用可能、本人及

び同伴者に限る。１会計１組） 

38 焼肉専門店 泰山 

焼肉専門店 泰山 飲食代金５％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 
西条市喜多川430-5 

0897-55-3701     ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 今 治 市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 越智今治農業協同組合 

今治市北宝来町1-1-5 

0898-34-1813     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

２ 今治立花農業協同組合 

今治市北鳥生町3-3-14 

0898-23-0246     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

３ わら（介護タクシー） 
今治市伯方町木浦3117-2 

0897-72-0221     ④ 

タクシー料金１割引 

※65歳以上で運転経歴証明書を提示 

４ クアハウス今治 
今治市湯ノ浦36 

0898-47-0606     ④ 

入館料500円(200円割引) 

５ 今治国際ホテル 
今治市旭町２丁目3-4 

0898-36-1111     ④ 

宿泊料金20％割引 

６ 

今
治
や
き
と
り
料
飲
組
合(

６
店)

 

山鳥 
今治市末広町１丁目4-7 

0898-22-7188     ④ 

飲食料金から５％割引 

（本人と同伴者のみ） 

※運転経歴証明書を提示 
新味鳥 

今治市常盤町８丁目2-14 

0898-24-2662     ④ 

炭焼大宝 
今治市南大門町１丁目2-18 

0898-22-8242     ④ 

はち八 
今治市郷本町２丁目5-17 

0898-32-8281     ④ 

頼登 
今治市松本町２丁目5-17 

0898-25-2558     ④ 

よりみち 
今治市北日吉町１丁目1-5 

0898-33-7285     ④ 

７ 
株式会社 

四国クボタ 

今治営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

今治市上徳甲739-6 

0898-47-5665          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 松 山 市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 松山市役所 

松山市二番町４丁目7-2 

089-948-6863(総合交通課) 

 ① 

公共交通機関で利用できる乗車券

等5,000円相当を贈呈 

※交付申請が必要 

２ 愛媛信用金庫 

松山市二番町４丁目2-11 

089-946-1111     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

３ 伊予銀行 

松山市南堀端町１ 

089-941-1141     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額

300万円まで)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

４ 愛媛銀行 

松山市勝山町2-1 

089-933-1111     ④ 

定期預金利息0.3％割増(預金額10

万円～300万円)  

※年齢制限なし、利用申請が必要 

５ 
愛媛県信用農業協

同組合連合会 

松山市南堀端町2-3 

089-948-5211     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

６ 松山市農業協同組合 

松山市三番町8-325-1 

089-946-1611     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

７ えひめ中央農業協同組合 

松山市千舟町8-128-1 

089-943-8731     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

８ メルパルク松山 
松山市道後姫塚123-2 

089-945-6411     ③④ 

宿泊料金20％割引 

※チェックイン時に提示 

９ 東京第一ホテル松山 
松山市南堀端町6-16 

089-947-4412     ③④ 

宿泊料金30％、飲食料金５％割引 

10 株式会社チェックイン 

ホテルチェックイン松山 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
松山市三番町２丁目7-3 

089-998-7000     ①②④ 

ホテル三番町 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
松山市三番町２丁目7-7 

089-913-2000     ①②④ 

11 アイ･アイ･エー 
松山市南久米234 

089-976-2220     ③④ 

メガネ、サングラス、補聴器を

５％割引 

12 いよてつ高島屋 
松山市湊町５丁目1-1 

089-948-2380     ④ 

1,500円以上買い物で300円分お帰

り切符贈呈 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

13 サークルＫ四国 

松山市勝山１丁目14-1 

0120-590-188     ① 

プレカード(買物券)500円分贈呈 

※店舗内の申込用紙に必要事項を記

入、取消通知書コピーと共に郵送 

14 セコム 

松山市南堀端町5-8 

089-945-6161     ③④ 

位置検索サービス｢ココセコム｣加

入料金1,000円引き 

※加入時に申請が必要 

15 メガネのアオノ 
松山市千舟町５丁目1-6 

089-931-5333     ③④ 

メガネ等商品の特別割引 

16 焼肉専門店 泰山 

和創居酒屋 たかくら 飲食代金５％割引 

（本人及び同伴者に限る。１会計

１組とする。） 
松山市二番町１丁目2-7 

089-961-4129     ②④ 

17 かに道楽 
松山市一番町２丁目6-3 

089-941-2448     ①②③④ 

飲食料金から５％割引 

18 ニチイ学館 松山支店 

松山市三番町４丁目4-6 

089-915-6280     ①②④ 

ＣｏＣｏ塾とＣｏＣｏ塾Ｊｒ(英

語塾)の入会金免除(本人とその家

族(二親等まで))  

※年齢制限なし 

19 ベストケア㈱ 

ベストケア㈱福祉用具貸与事業所 福祉用具販売用品を20％割引 

(電動ベッド、車椅子、杖、紙お

むつ等)  

※年齢制限なし 

松山市山越５丁目9-6(２階) 

089-911-0101     ①②④ 

コンシェリナ松山城北 シニア向け娯楽施設“コンシェリ

ナ”１日無料体験(送迎車あり｡ボ

ディケアやエステ、美容、カラオ

ケルームなど利用可能) 

※年齢制限なし 

松山市山越５丁目9-6(１階) 

089-911-1118     ①②④ 

20 
株式会社 

四国クボタ 

北条営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

松山市中西外182-2 

089-992-0355          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 東 温 市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 
株式会社 

四国クボタ 

重信営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

東温市牛渕字葛原990-6 

089-955-1101     ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【伊予市・伊予郡】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 伊予市役所 

伊予市米湊850 

089-982-1111(内線572) 

(伊予市経済雇用戦略課) 

伊予市コミュニティバスまたは 

伊予市デマンドタクシー利用券 

（10回分）交付 

※伊予市に住民登録のある65歳以

上の運転免許自为返納者 

※事前に手続きの方法の問い合わ

せが必要 

２ ウエルピア伊予 
伊予市下三谷1761-1 

089-983-4500     ④ 

レストラン飲食料金10％割引、入

浴料200円割引 

３ アイソウ 

伊予市下吾川1241-2 

089-983-1515     ②③④ 

配達及び組立て無料 

商品により特別割引の場合あり 

 

４ マミーハウス 
伊予市下吾川2045-1 

089-982-3450     ②③④ 

介護保険利用の住宅改修５％割

引、新築・リフォーム３％割引 

５ 
株式会社 

四国クボタ 

愛媛事務所・松山営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

伊予郡松前町浜1035-1 

089-908-6778     ②④ 

森松営業所 

伊予郡砥部町高尾田559-1 

089-956-0676          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 

 



 

【 上浮穴郡 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 
株式会社 

四国クボタ 

久万営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

上浮穴郡久万高原町久万288-2 

0892-21-0407          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【大洲市・喜多郡】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 愛媛たいき農業協同組合 

大洲市東大洲198 

0893-24-4181     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

２ オズメッセ２１ 
大洲市東大洲1596 

0893-25-2511     ④ 

オズカードポイント２倍発行 

３ 
愛媛県料飲組合 

内山支部 

喜多郡内子町内子1786 

0893-44-4511     ④ 

飲食料金10％割引等 

４ 
株式会社 

四国クボタ 

大洲営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

大洲市東大洲929-2 

0893-25-5510          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 八幡浜市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 西宇和農業協同組合 

八幡浜市江戸岡1-12-10 

0894-24-1118     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

２ ＮＰＯ法人にこにこ日土 

八幡浜市日土2-39-6 

0894-26-1156     ④ 

5,000円分乗車券贈呈 

※過疎地有償運送事業 

※利用申請が必要 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 西 予 市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 東宇和農業協同組合 

西予市宇和町卯之町2-462 

0894-62-1212     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

２ 大塚写真館 

西予市野村町野村12-373 

0894-72-0259     ①② 

運転経歴証明書申請用の証明写真

代金200円引き  

※年齢制限なし 

３ 兵頭写真館 

西予市野村町野村12-293 

0894-72-0019     ①② 

運転経歴証明書申請用の証明写真

代金200円引き  

※年齢制限なし 

４ 有限会社オートウェーブ西予 

西予市宇和町稲生38 

0894-62-3430     ④ 

電動車いす新車購入時２万円引き 

電動車いす中古購入時１万円引き 

（本人に限る） 

※年齢制限なし 

各種レンタカー10％割引（家族） 

５ メガネのカワダ 

宇和店 眼鏡、補聴器購入代金５％割引 

※年齢制限なし 

 
西予市宇和町卯之町４丁目654 

0894-62-7055     ④ 

野村店 眼鏡、補聴器購入代金５％割引 

※年齢制限なし 

 
西予市野村町野村12-437-2 

0894-72-0457     ④ 

６ ａｕショップ西予 

西予市宇和町卯之町４丁目556 

0894-62-7477     ④ 

新規・機種変更の端末代金 

2,000円割引（指定機種に限る） 

※年齢制限なし       

７ 田中精肉店 

西予市宇和町卯之町２丁目322 

0894-62-0111     ④ 

商品購入代金から５％割引 

（本人及び同伴者に限る） 

※年齢制限なし 

８ お食事の店  たちばな 

西予市宇和町卯之町５丁目368 

0894-62-3784     ④ 

お食事時、証明書提示者グループ

に、アイスクリーム、ホットコー

ヒー、アイスコーヒーのいずれか

サービス           

※年齢制限なし 

９ 
株式会社 

四国クボタ 

宇和営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

西予市宇和町上松葉屋敷田25-1 

0894-62-0059          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【 宇和島市 】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 宇和島自動車 

宇和島市錦町3-22 

0895-22-2200     ④ 

路線バスの普通片道運賃５割引

(高速バスを除く) 

※運転経歴証明書が必要。年齢制限なし 

２ 井伊渡船 

宇和島市三浦西3221 

0895-29-0523     ①④ 

渡船料金から1,000円割引(本人に

限る) 

※年齢制限なし、利用申請必要 

※平成28年１月１日から開始 

３ 宇和島信用金庫 

宇和島市本町追手２丁目8-21 

0895-23-7000     ④ 

スーパー定期預金利息0.3％割増

(預金額１万円～300万円) 

※年齢制限なし、利用申請が必要 

４ えひめ南農業協同組合 

宇和島市栄町港3-303 

0895-22-8111     ④ 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.3％上乗せし

た利率を適用 

(預入金額１万円以上300万円以内) 

※年齢制限なし 

※平成28年１月４日から開始 

５ 三好旅館 
宇和島市津島町岩松814-1 

0895-32-2107     ④ 

宿泊料金1人500円割引（本人） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

６ 
郷土のおばんざい処 

「嬉京」 

宇和島市津島町高田乙588 

0895-32-4567     ④ 

料理１人(2,000円～4,000円)10％

割引、各種弁当５％割引 

同伴者も同様の割引 

※年齢制限なし、利用申請必要 

７ かめいちうどん 

宇和島市保田甲128-1 

0895-27-3331     ①②④ 

自为返納者は基本料金から150円

割引、同伴者(18歳以上)は基本料

金から100円割引 

(自为返納者及び同伴者に限る。 

１会計１組とする。) 

※自为返納者は年齢制限なし  

※利用申請必要 

８ 
有限会社 

海鮮割烹一心 

宇和島市丸之内１丁目３-２ 

0895-24-6698     ④ 

本人及び同伴者の飲食代金（合計

金額）から５％割引（同一日の１

会計のみ） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

９ 
フレッシュドライ 

あさひや 

宇和島市吉田町立間尻2088-５ 

0895-52-1236     ④ 

本人が利用したクリーニング料金

（合計金額）から10％割引 

※年齢制限なし、利用申請必要 

10 
ａｕショップ 

宇和島和霊 

宇和島市和霊町1240 

0895-24-3741     ④ 

新規・機種変更した場合、2,000

円分のオプション品プレゼント 

※年齢制限なし、利用申請必要 

11 
ドコモショップ 

宇和島店 

宇和島市曙町4-17 

0120-859-580     ④ 

0895-23-0811 

らくらくスマートフォン購入時に 

頭金1,000円割引（指定機種に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

「協力店の検索項目」へ 



 

 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

12 
有限会社 

ヤマシタクリーニング 

山下クリーニング中沢本店 本人が利用したクリーニング料金

（合計金額）から10％割引 

（外注品は除く） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

 

宇和島市中沢町１丁目2-35 

0895-22-0808     ④ 

山下クリーニング枡形店 

宇和島市枡形町３丁目8-4 

0895-22-0696     ④ 

山下クリーニングフジ宇和島店 

宇和島市恵比須町２丁目3-28 

0895-25-2910     ④ 

山下クリーニンググランフジ北宇和島店  

宇和島市伊吹町912 

0895-23-3080     ④ 

山下クリーニングエースワン店 

宇和島市寄松甲206 

0895-22-0819     ④ 

13 有限会社 土居真珠 

宇和島市三浦西5121-9 

0895-29-0011     ①②③ 

真珠製品20％割引           

（一部商品を除く） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

14 
ドコモショップ 

宇和島新町店 

宇和島市新町１丁目2-21 

0895-24-0310          ④ 

新規・機種変更の端末代金から 

2,000円割引（指定機種に限る） 

（本人に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

15 サンエコサービス 

宇和島市宮下甲73-1 

0895-23-5161          ④ 

家庭の粗大ごみ回収代金から10％ 

割引（一般廃棄物に限る） 

（本人に限る） 

※年齢制限なし 

※平成28年２月１日から開始 

16 
株式会社 

四国クボタ 

宇和島営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

宇和島市祝森字木の下甲800-5 

0895-27-1760          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【北宇和郡・南宇和郡】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ 
ドコモショップ 

きほく店 

北宇和郡鬼北町近永367-1 

0120-899-580     ④ 

0895-45-3666 

特定の機種に機種変更・新規契約

した際に機種代頭金1,000円割引 

（契約者に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

２ 
ａｕショップ 

きほく店 

北宇和郡鬼北町永野市637-1 

0895-45-3881  FAX 0895-45-3880    

                     ①④ 

新規・機種変更の端末代金から 

2,000円割引（指定機種に限る） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

３ 
有限会社 

ヤマシタクリーニング 

山下クリーニング鬼北店 本人が利用したクリーニング料金

（合計金額）から10％割引 

（外注品は除く） 

※年齢制限なし、利用申請必要 

北宇和郡鬼北町大字永野市637-1 

0895-45-0480     ④  

４ 
株式会社 

四国クボタ 

南宇和営業所 電動車椅子新車購入時２万円引き 

（本人に限る） 

※クボタブランドに限る 

※新車購入契約時に提示 

※利用申請必要 

※平成28年２月１日から開始 

南宇和郡愛南町蓮乗寺90-1 

0895-72-3216          ②④ 

広見営業所 

北宇和郡鬼北町大字永野市471 

0895-45-0812          ②④ 

「協力店の検索項目」へ 



 

【県外・その他】 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

１ ジェイアール四国バス 
高松市浜ノ町8-33 

087-825-1717     ④ 

路線バス(松山～落出)運賃半額割引

※運転経歴証明書が必要。年齢制限なし 

２ 株式会社チェックイン 

ホテルチェックイン四条烏丸 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
京都市中京区手洗水町654-2 

075-252-5100     ①②④ 

ホテルチェックイン新橋 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
東京都港区新橋２丁目15-17 

03-3501-5100     ①②④ 

アネックスチェックイン新橋 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
東京都港区新橋３丁目10-10 

03-3434-6000     ①②④ 

ホテル新橋三番館 宿泊料金10％割引（本人及び２親

等までに限る） 

※年齢制限なし 
東京都港区新橋３丁目10-9 

03-3434-1113     ①②④ 

「協力店の検索項目」へ 

 


