
（平成31年１月１日 現在） 

 

 

運転免許自主返納支援事業所一覧【今治市】 

（平成31年１月１日 現在） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

 
≪ 各支援事業者における必要な提示物 ≫ 

 
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 

特典を受けられる対象者や、必要な提示物、特典内容、手続方法、利用方法等は各支援事業者

によって異なります。詳しくは各事業所・協力店等にお問い合わせください。 

 



【 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 【必要な提示物④】 

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.15％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29年4月3日から利息上乗せ利率

変更 

２ 今治立花農業協同組合 
今治市北鳥生町3-3-14 

0898-23-0246 【必要な提示物④】   

スーパー定期貯金(１年もの)の 

店頭表示利率に年0.15％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29年4月3日から利息上乗せ利率

変更 

３ わら（介護タクシー） 
今治市伯方町木浦甲3117-2 

0897-72-0221 【必要な提示物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 【必要な提示物④】 

入館料510円→410円 

※65歳以上 

５ 今治国際ホテル 
今治市旭町２丁目3-4 

0898-36-1111 【必要な提示物④】 

宿泊料金20％割引 

６ 

今
治
や
き
と
り
料
飲
組
合(

５
店) 

山鳥 
今治市末広町１丁目4-7 

0898-22-7188 【必要な提示物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 【必要な提示物④】 

はち八 
今治市郷本町２丁目5-17 

0898-32-8281 【必要な提示物④】 

頼登 
今治市松本町２丁目5-17 

0898-25-2558 【必要な提示物④】 

よりみち 
今治市北日吉町１丁目1-5 

0898-33-7285 【必要な提示物④】 

７ 
株式会社 

中四国クボタ 

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 

今治市上徳甲739-6 

0898-47-5665 

【必要な提示物②or④】 

８ 

株式会社 

ハタダ 

 

今治国際ホテル店 

クリスマス予約等一部指定商品を除く

購入商品代金５％割引 

 

今治市旭町2-3-4 

0898-32-5123 

【必要な提示物①or②or④】 

南鳥生（みなみとりう）店 

今治市南鳥生町4丁目5-20 

0898-35-2320 

【必要な提示物①or②or④】 



 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

８ 
株式会社 

ハタダ 

第一病院前店 

クリスマス予約等一部指定商品を除く

購入商品代金５％割引 

今治市北日吉町1-13 

0898-25-6030 

【必要な提示物①or②or④】 

今治バイパス店 

今治市八町西5-391-1 

0898-25-3133 
【必要な提示物①or②or④】 

波止浜（はしはま）店 

今治市波止浜11-28 

0898-41-7708 

【必要な提示物①or②or④】 

９ 
瀬戸内運輸 

株式会社 

今治市東門町２丁目１ 

0898-23-3881 【必要な提示物④】     

路線バスの普通片道運賃５割引（高

速・特急バスを除く） 

※年齢制限なし 

※運転経歴証明書の提示が必要 

10 
菓舗マルズミ 

株式会社 

今治市南宝来町２丁目3-1 

0898-23-3124 【必要な提示物④】 

クリスマスケーキ及び誕生日ケーキ指

定商品を除く和洋菓子購入商品代金

５％割引 

※本人と同伴者のみ 

※年齢制限なし 

11 

株式会社 

しまなみ 

0898-25-7338 

道の駅  

よしうみいきいき館 

今治市吉海町名4520-2 

0897-84-3710 【必要な提示物④】 

○飲食代金５％割引 

○来島海峡急流観潮船乗船料10％ 

 割引（本人のみ対象） 

※年齢制限なし 

道の駅 

伯方S・Cパーク 

今治市伯方町叶浦甲1668-1 

0897-72-3300 【必要な提示物④】 

飲食代金５％割引 

本人のみ対象 

※年齢制限なし 

道の駅 

多々羅しまなみ公園 

今治市上浦町井口9180-2 

0897-87-3866 【必要な提示物④】 

飲食代金５％割引 

本人のみ対象 

※年齢制限なし 



 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

12 

株式会社 

スリーエム 

メガネ本舗 

今治市喜多村2-3-30 

0898-43-6663 【必要な提示物④】   

メガネ・補聴器店内全品10％割引 

※その他割引と併用不可 

※年齢制限なし 

13 

ヘアスタジオ  

プリンス 

（理容） 

今治市片山３丁目2-3 

0898-23-6398 【必要な提示物④】 

白髪染め、白髪ぼかしの料金を 

10％割引 

※年齢制限なし 

14 サラサヤ旅館 
今治市伯方町木浦甲3430-1 

0897-72-0006 【必要な提示物④】 

飲食代金５％割引（現金払いのみとす

る。本人及び同伴者に限る。同一日の

一会計とする。他の割引サービスとの

併用不可。ステッカー貼付店のみとす

る。同一グループでの割引合計は上限

1,000円までとする。） 

※年齢制限なし 

15 松崎旅館 
今治市伯方町北浦甲2065 

0897-73-0248 【必要な提示物④】 

16 よしまさ 
越智郡上島町岩城1540 

0897-75-2267 【必要な提示物④】 

17 民宿 名駒 
今治市吉海町名駒155-6 

0897-84-4172 【必要な提示物④】 

18 世渡 
今治市黄金町１丁目5-20 

0898-31-1614 【必要な提示物④】 

19 とうま 
今治市東門町４ 

0898-31-5787 【必要な提示物④】 

20 ㈲かかし商店 
今治市中堀１丁目5-1 

0898-43-0720 【必要な提示物④】 

21 寿屋 
今治市中日吉町２丁目5-14 

0898-22-6019 【必要な提示物④】 

22 京楽 
今治市共栄町３丁目3-16 

0898-22-1136 【必要な提示物④】 

23 もりもとや 
今治市松本町３丁目2-17 

0898-31-0531 【必要な提示物④】 

24 焼肉 大栄 
今治市松本町8-12 

0898-25-7786 【必要な提示物④】 

25 割烹 青井 
今治市拝志11-33 

0898-47-2228 【必要な提示物④】 

26 
インランド・シー 

リゾートフェスパ 

越智郡上島町弓削日比287 

0897-77-2200 【必要な提示物④】 

26 
インランド・シー 

リゾートフェスパ 

越智郡上島町弓削日比287 

0897-77-2200  

【必要な提示物①or②or④】 

本人のみ対象に入浴料割引 

510円→460円 

※65歳以上 

27 メガネの三城 

片山バイパス店 メガネ（フレーム・レンズ）、補聴器

の通常価格から５％割引 

※年齢制限なし 
今治市片山２丁目5-23 

0898-25-2585  

【必要な提示物①or②or④】 

今治店 

今治市常盤町4-7-28 

0898-23-4600     

【必要な提示物①or②or④】 



 

№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

28 
森永牛乳 

唐子販売店 

今治市東村３丁目4-13 

0898-48-6592 【必要な提示物④】 
家庭宅配商品を契約日から 1 年間商品

1 本当たり 10 円割引（１週間５本以上

の契約が必要） 

ただし、一部地域は配達できない場合

あり 

※年齢制限なし 

29 

森永牛乳リテイル 

ミルクセンター 

今治店 

今治市南日吉町３丁目3-3 

ガレージＡ 

0898-23-7803 【必要な提示物④】 

30 
株式会社 

ヨシイ時計店 

今治市常盤町３丁目6-8 

0898-23-3324 【必要な提示物④】 
眼鏡等の購入商品代金10％割引 

※その他割引との併用不可 

※年齢制限なし 

31 

モスバーガー 

イオンモール今治 

新都市店 

今治市にぎわい広場1-1 

0898-34-3456 【必要な提示物④】 

ホットコーヒー又はアイスコーヒーＳ

サイズ１杯サービス 

※店舗内で商品購入の飲食に限る（持

帰り不可） 

※60歳以上の本人に限る 
モスバーガー 

今治バイパス店 

今治市松木368-1 

0898-36-6700 【必要な提示物④】 

32 青野サイクル 
今治市本町５丁目4-20 

0898-22-4074 【必要な提示物④】 

商品購入代金５％割引 

※年齢制限なし 

33 井出自転車店 
今治市中浜町１丁目1-17 

0898-22-2042 【必要な提示物④】 

34 株式会社丸三商会 
今治市末広町１丁目4-5 

0898-22-1424 【必要な提示物④】 

35 永江自転車店 
今治市風早町３丁目2-20 

0898-22-2285 【必要な提示物④】 

36 正岡サイクル 
今治市栄町４丁目4-6 

0898-31-0146 【必要な提示物④】 

37 月原サイクル 
今治市別宮町８丁目3-48 

0898-23-3250 【必要な提示物④】 

38 井上自転車商会 
今治市北宝来町３丁目3-32 

0898-23-1153 【必要な提示物④】 

39 玉井サイクル 
今治市旭町４丁目4-5 

0898-22-6514 【必要な提示物④】 

40 わたなべサイクル 
今治市旭町２丁目1-6 

0898-22-2728 【必要な提示物④】 

41 長野サイクル 
今治市北鳥生町３丁目1-1 

080-8749-4529 【必要な提示物④】 

42 
サイクルワールド 

えざき 

今治市末広町４丁目2-6 

0898-22-5976 【必要な提示物④】 

43 
サイクルショップ 

門田 

今治市常盤町７丁目4-7 

0898-23-0806 【必要な提示物④】 

 

 

 



№ 協力団体等 住所・問い合せ先 支 援 内 容 

44 大河内自転車店 
今治市阿方甲423-3 

0898-22-6208 【必要な提示物④】 

商品購入代金５％割引 

※年齢制限なし 

45 豊嶋自転車店 
今治市別名498 

0898-22-6476 【必要な提示物④】 

46 永井双輪 
今治市松木165-1 

0898-48-3430 【必要な提示物④】 

47 木村自転車店 
今治市大西町九王甲2070-2 

0898-53-2179 【必要な提示物④】 

48 
有限会社 

清水商会 

今治市大西町大字脇甲1017 

0898-53-2225 【必要な提示物④】 

49 
ＳＯＧＡ 

オートサイクル 

今治市大西町新町甲499-1 

0898-53-3255 【必要な提示物④】 

50 
バイクショップ 

ワタナベ 

今治市高部甲1656-1 

0898-41-9519 【必要な提示物④】 

51 イクシマサイクル 
今治市地堀１丁目3-8 

0898-41-9132 【必要な提示物④】 

52 長谷部サイクル 
今治市波方町波方甲1932-3 

0898-41-7804 【必要な提示物④】 

53 波方サイクル 
今治市波方町樋口甲1371-10 

0898-41-6755 【必要な提示物④】 

54 村上自転車店 
今治市波止浜２丁目3-6 

0898-41-9732 【必要な提示物④】 

55 唐子サイクル 
今治市唐子台東１丁目10-10 

0898-48-7478 【必要な提示物④】 

56 石川自転車店 
今治市桜井１丁目10-52 

0898-48-0531 【必要な提示物④】 

57 曽我部自転車店 
今治市桜井２丁目4-7 

0898-48-0327 【必要な提示物④】 

58 
森田タイヤ、自転車

店 

今治市菊間町浜1054 

0898-54-2182 【必要な提示物④】 

59 菊間オート 
今治市菊間町浜628 

0898-54-2295 【必要な提示物④】 

60 
ジャイアント 

ストア今治 

今治市北宝来町１丁目729-8 

0898-25-1175 【必要な提示物④】 

ジャイアント製ヘルメット購入代金

５％割引 

※年齢制限なし 

61 オートパル南 
今治市町谷甲76 

0898-43-6677 【必要な提示物④】 

１運転免許自主返納者の家族（３親等

以内）が使用する車両を整備する場

合（車検・点検整備）1,000円割引 

２電動車いす新車購入時1万円割引 

※年齢制限なし 

※併用可 

62 オートパル菊間 
今治市菊間町浜1141 

0898-54-5169 【必要な提示物④】 

63 オートパル大三島 
今治市大三島町台334 

0897-82-1000 【必要な提示物④】 

 


