
クラシアン栃木支社 優待専用フリーダイヤル
0120-583-587宇都宮市宿郷5-16-10

水道修理、トイレのつまり除去などの作業料金を10％割引
※申込み時又は見積もりまでに運転免許を自主返納した旨、連絡

セニアカーをレンタル・購入者に対してボディカバーサービス
（配送料無料、レンタル・購入前の試乗も可能）
スズキセニアカー新車購入の際は、スズキ純正ボディカバーをサービス
購入後も自宅までの点検修理にかかる出張料金が無料

全商品本体購入者に限り車体カバーを無料サービス

運賃10％割引　※本人、同乗者

運賃10％割引　※本人、同乗者

普通運賃50％割引

運転経歴証明証を入れるケースの無料配布

①車両の買い取り成約時10,000円のギフト券をプレゼント
②車両買い取り紹介時に20,000円のギフト券をプレゼント
※②については、買い取り金額が20万円以上、紹介は家族(子供・孫)、親戚に限る

眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可
眼鏡の無料洗浄・調整サービス

Auto Garage R-1 028-666-5808宇都宮市御幸本町4732-24
カーセブン宇都宮鶴田店 028-688-8280宇都宮市鶴田3492-10
眼鏡市場　宇都宮駒生店 028-650-4628宇都宮市駒生2-17-9
眼鏡市場　宇都宮泉が丘店 028-660-2298宇都宮市泉が丘1-16-37
眼鏡市場　北若松原店 028-615-0818宇都宮市北若松原1-25-5
眼鏡市場　宇都宮鶴田店 028-649-1668宇都宮市鶴田町1251-2
パナソニックエイジフリーショップ宇都宮西 028-649-1666宇都宮市鶴田町3492-120
株式会社スズキ自販栃木 宇都宮営業所 028-658-1461宇都宮市上横田町799
株式会社セリオ宇都宮営業所 028-688-5062宇都宮市城南3-11-6

宇
都
宮
市

協賛店名 電話番号 サービス内容

一般社団法人栃木県タクシー協会

普通運賃50％割引　※トロッコ整理券、企画券、定期券、回数券等は対象外
※他の割引制度との併用不可

車の買い取り成立で最大10,000円相当のカタログギフトをプレゼント　※専用の申込みWeb
フォームもしくは、専用フリーダイヤルからの申込み　※本人とその家族(配偶者、子供)が対象
軽自動車をプラス3,000円で買い取り、普通車をプラス5,000円で買い取り 
※Webでの申込み

栃木県個人タクシー協同組合

028-658-2411

028-635-9268

0288-77-2355

0277-73-2110

028-622-8483

0120-020-033

0120-061-502

野岩鉄道株式会社

わたらせ渓谷鐵道株式会社（通洞駅、足尾駅）

一般財団法人栃木県交通安全協会
宇都宮市昭和3-2-8 2Ｆ

ユーカーパック

廃車買取おもいでガレージ

県
全
域

協賛店名 電話番号 サービス内容

栃木県・栃木県警察・県内25市町

○栃木県高齢者運転免許証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、様々な特典・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？
県内の各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」や
「運転経歴証明書交付済シール」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
「運転経歴証明書」は、精算前にご提示下さい。
「運転経歴証明書」の交付を受ける際は、手数料(1,100円)がかかります。
「運転経歴証明書交付済シール」の提示でも、サービスが受けられます。

協賛店は「運転経歴証明書」又は「運転経歴証明書交付済シール」をご確認下さい。
特典サービスは、原則として栃木県内にお住まいのご本人が受けられます。 ※令和３年９月末の協賛店情報

自主返納サポート事業 協賛店一覧
栃木県高齢者運転免許証

協賛店を
募集している
まる～



風見鶏（かざみどり） 028-633-4105宇都宮市中央1-6-9
同行者を含む人数制限10人まで
ディナータイム：グラスワイン(ソフトドリンク)1杯サービス　５人以上はボトルサービス

そば倶楽部　稲荷山 028-612-5380宇都宮市大谷町1228-3
１会計につき500円引
※同行者を含む

コープデリ宇都宮センター 028-665-1953宇都宮市野沢町551-1
コープ越戸店 028-663-4411宇都宮市越戸3-12-9

組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

コープ鶴田店 028-601-8661宇都宮市鶴田町861
こが接骨院 028-678-5591宇都宮市塙田3-4-6　岩原テナント１Ｆ
水沼整骨院 028-667-0004宇都宮市氷室町1713-35

詳細は店舗に確認ください

お買上げ金額1，000円毎に買物券を進呈

半田接骨院 028-621-1764宇都宮市中戸祭1-9-13
有限会社　サンカップ 028-654-1918宇都宮市五代2-28-11

全商品10％引

事務用品定価より20％割引（一部商品は除く）

平日限定　メニューより10％割引

株式会社　アサカワビジネス 028-634-7265宇都宮市中今泉3-29-3
HAIR SHOP AKIYAMA 028-624-8377宇都宮市関堀町1018

宇
都
宮
市

眼鏡市場　足利トンネル通り店 0284-40-2208足利市芳町59
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

燃料(ハイオク、レギュラー、軽油)１リットル当たり５円割引　※同行者

組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

自転車の点検無料（来店のみ）

自転車の点検無料

新鮮野菜直売所　あんあん弥生 0284-40-1141足利市弥生町25
新鮮野菜直売所　あんあん五十部 0284-64-8903足利市五十部町388-1
新鮮野菜直売所　あんあん百頭 0284-64-8484足利市百頭町2100
新鮮野菜直売所　あんあん葉鹿 0284-64-7885足利市葉鹿町1-26-5
北プラザＳＳ 0284-41-1117足利市江川町2-9-15
コープデリ足利センター 0284-91-4600足利市寺岡町665
蓼沼モータース 0284-62-0762足利市大前町152-3
合資会社　サイクルショップホボ 0284-21-2951足利市通6丁目3232-4

足
利
市

眼鏡市場　栃木平柳店 0282-20-8668栃木市平柳町1-34-9
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

コープ栃木店 0282-27-8119栃木市今泉町1-5-11
組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

カーセブン栃木薗部店 0282-25-6617栃木市薗部町3-16-16
車両買い取り10,000円を保証買い取り成約いただいた方に
最大10,000円のカタログギフトをプレゼント

イオン栃木店 0282-22-7711栃木市箱森町37-9
ゆうパックでの通常配送料を100円引き(サービスカウンターで受付した場合のみ)
※サービスカウンター以外のすべての売り場、ネットスーパー等の配送は対象外。特別送料は除く

イオンスタイル佐野新都市店 0283-20-5252佐野市高萩町1324-1
即日便利用料金のサービス
通常330円（税込）のところ110円（税込）

眼鏡市場　佐野浅沼店 0283-20-1558佐野市浅沼町454-1
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

眼鏡市場　鹿沼貝島店 0289-60-2818鹿沼市貝島町5028-2
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

協賛店名 電話番号 サービス内容

協賛店名 電話番号 サービス内容

協賛店名 電話番号 サービス内容

協賛店名 電話番号 サービス内容

協賛店名 電話番号 サービス内容

協賛店名 電話番号 サービス内容

眼鏡市場　今市店 0288-30-1368日光市芹沼1467-5
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

日
光
市 コープデリ日光センター 0288-22-9821日光市土沢146-11

組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

鹿
沼
市

佐
野
市

栃
木
市



当日のレシート提示(直営・専門店)で、ドリップカフェ１杯無料プレゼント

飲料水500mlペットボトルを１本サービス

米購入した場合卵サービス（10㎏につき卵５個）

ジュース１本サービス（100円のもの）

レジ袋代サービス

緑の相談所に来所された方に、当園オリジナルステッカープレゼント！

食事を注文した方にペットボトルお茶１本差し上げます

宅配料免除（システム基本料70円＋税は別途必要）

詳細は店舗に確認ください

詳細は店舗に確認ください

配送料10％引

ジュース１本サービス

協賛店名 電話番号 サービス内容

0288-30-2000

0288-78-1088

0288-78-0115

0288-78-0115

0288-78-0211

0288-78-0109

0288-78-0108

0288-78-0030

0288-78-0121

0288-78-0177

0288-78-0070

0288-78-1177

0288-78-0725

0288-78-0229

0288-78-1101

0288-78-0031

0288-23-0111

イオン今市店
日光市豊田79-1

生海商店
日光市川治温泉川治35-1

和風らぁめん　いかり
日光市川治温泉川治22

甘味処　鹿の子
日光市川治温泉川治22

坂文精肉店
日光市藤原1238

朝日屋
日光市川治温泉高原53-3

論談館（ろだんかん）
日光市川治温泉高原52

田井米穀店
日光市藤原1224

有限会社　田井酒店
日光市藤原1224

有限会社　富野屋豆腐店
日光市川治温泉川治22

有限会社　田中デンキ
日光市川治温泉高原60

ネイチャープラネット
日光市川治温泉高原42

川治ダム資料館　向日葵
日光市川治温泉川治293-3

川治温泉　薬師の湯
日光市川治温泉川治278-2

祝い宿　寿庵
日光市川治温泉川治52

元湯　白井屋
日光市川治温泉高原50

日光だいや川公園
日光市瀬川844

同行者を含む２人まで
アイスコーヒー又はアイスクリームサービス

同行者を含む２人まで
ソフトドリンク１杯サービス
同行者を含む２人まで
ソフトドリンク１杯サービス

同行者を含む５人まで
ツアー代金500円引き
同行者を含む２人まで
アイスコーヒーサービス
日光市民以外 入浴料700円　→　350円
日光市民　    入浴料300円　→　150円
同行者を含む２人まで
ワンドリンクサービス
同行者を含む２人まで
ワンドリンクサービス

同行者を含む２人まで
アイスコーヒーサービス

日
光
市

眼鏡市場　真岡店 0285-83-5488真岡市並木町1-8-5
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

片岡整骨院 0285-84-5252真岡市並木町2-13-8

協賛店名 電話番号 サービス内容

協賛店名 電話番号 サービス内容

眼鏡市場　大田原店 0287-23-7798大田原市富士見1-1626
眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

大
田
原
市

真
岡
市

すずや食堂 0285-28-0035小山市横倉新田95
ニューテーラーズ センチュリー 0285-28-2700小山市西城南2-18-6

スーツ20％割引
外販時はネクタイ進呈

眼鏡市場　小山城南店 0285-31-4668小山市東城南5-1-1

眼鏡市場　小山城東店 0285-21-1984小山市城東7-106-32 眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

パナソニックエイジフリーショップ小山 0285-24-3000小山市神鳥谷1081-1
セニアカーをレンタル・購入者に対してボディカバーサービス
（配送料無料、レンタル・購入前の試乗も可能）

コープデリ小山センター 0285-21-0123小山市立木1464-1
組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

イオン小山店 0285-30-3000小山市中久喜1467-1
ゆうパックでの通常配送料を100円引き(サービスカウンターで受付した場合のみ)
※サービスカウンター以外のすべての売り場、ネットスーパー等の配送は対象外。特別送料は除く　

よつ葉生活協同組合 0285-45-9100小山市大字粟宮1223

宴会10名様以上　冷酒４合１本サービス有限会社 割烹 たる池 0285-23-6660小山市中央町2-5-23

みつば湯楽院　令和の湯 0285-28-1126小山市横倉新田226-13
入館特典：レンタルタオルセット(フェイスタオル・バスタオル)無料
レストラン特典：ソフトドリンク(お食事ご注文の方に限る)無料

いずも整骨院 0285-25-5094小山市城東7-13-12

本人が同乗する場合　レンタカー料金　５％引エーシー・エージェンシー株式会社 0285-25-5153小山市若木町2-3-4

協賛店名 電話番号 サービス内容

小
山
市



協賛店名 電話番号 サービス内容
眼鏡市場　矢板店 0287-40-3208矢板市鹿島町19-44

眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

矢
板
市

協賛店名 電話番号 サービス内容
コープデリ芳賀センター 028-677-5800芳賀町芳賀台44-1

組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

芳
賀
町

協賛店名 電話番号 サービス内容
コープデリ壬生センター 0282-85-0307壬生町おもちゃのまち4-8-1
コープおもちゃのまち店 0282-82-8801壬生町至宝3-12-31

組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

壬
生
町

協賛店名 電話番号 サービス内容
あらい整骨院 0285-44-9799下野市柴769-117

下
野
市

協賛店名 電話番号 サービス内容
田代接骨院 0287-88-2212那須烏山市田野倉371-1

詳細は店舗に確認ください

詳細は店舗に確認ください

協賛店名 電話番号 サービス内容
鈴木接骨院 0285-63-5090茂木町茂木1794-13

茂
木
町 詳細は店舗に確認ください

協賛店名 電話番号 サービス内容
大山整骨院 0287-46-0187塩谷町大宮1923

塩
谷
町 詳細は店舗に確認ください

協賛店名 電話番号 サービス内容
三田商会駅前店 0280-55-2222野木町丸林407-16

野
木
町

新車の自転車を購入した際、TSマークをサービス

カントリーコネクション 0280-23-3233野木町友沼5859-175
オリジナル卒業証書（運転お疲れ様ポストカード）の発行

協賛店名 電話番号 サービス内容
みとう整骨院 0285-55-0260上三川町西汗1721-110

上
三
川
町 詳細は店舗に確認ください

那
　
須

烏
山
市

協賛店名 電話番号 サービス内容
眼鏡市場　西那須野店 0287-39-5888那須塩原市南郷屋4-4

眼鏡・サングラス・補聴器店頭価格より５％割引
※備品は除く、他割引との併用不可、眼鏡の無料洗浄・調整サービス

コープデリ西那須野センター 0287-36-7781那須塩原市東三島1-104-215
組合員または新規加入者で運転経歴証明書を提示した場合、宅配利用者と店舗利用者には
「2,000ポイント(2,000円相当)」を、夕食宅配利用者には「2,000円クーポン券」を進呈

那
須
塩
原
市

特典・サービスの提供を
受けられる店舗等は、左記の
認定証とステッカーが目印！！

栃木県　自主返納

詳しくは、

ステッカー認定証

協
賛
店
舗
等
の
目
印

協賛店舗等のお申込み・事業についてのお問い合わせは、

生活・交通安全担当 までTEL.028-623-2185
栃木県県民生活部くらし安全安心課

栃木県高齢者 運転免許証
自主返納サポート事業に
協賛します！

栃木県高齢者 運転免許証
自主返納サポート事業に
協賛します！

運転経歴証明書 運転経歴証明書交付済シール
（交付済シールはマイナンバーカードケース裏面に貼ってあります。）

※協賛店情報は、令和３年９月末現在となります。（最新情報等は、県ホームページでご確認ください。）
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