「北海道高齢者運転免許自主返納サポート制度」協賛事業者（協賛店）一覧
※特典の詳細については、各店舗へ問い合わせください。
協賛事業者名（協賛店）
所在地（市町村）
・実施店舗名
＜実施店舗＞（計 ４１店舗）
イオン北海道(株)
（イオン・イオンスー
パーセンター等）

生活協同組合
コープさっぽろ

(株)ＪＣＭ札幌支店

【イオン】
○岩見沢市 岩見沢店
○滝川市 滝川店
○札幌市 札幌桑園店／札幌麻生店／札幌苗穂店／札幌元町店／札幌栄町店／東札幌店／
新さっぽろ店／札幌西岡店／札幌平岡店／札幌藻岩店／札幌琴似店／札幌発寒店
○江別市 江別店
○千歳市 千歳店
○小樽市 小樽店
○余市町 余市店
○室蘭市 室蘭店
○苫小牧市 苫小牧店
○登別市 登別店
○伊達市 伊達店
○新ひだか町 静内店
○函館市 湯川店
○北斗市 上磯店
○旭川市 旭川西店／旭川駅前店／旭川永山店／旭川春光店
○名寄市 名寄店
○北見市 北見店
○紋別市 紋別店
○帯広市 帯広店
○釧路市 釧路昭和店
○釧路町 釧路店
○厚岸町 厚岸店
○根室市 根室店
【イオンスーパーセンター】
○三笠市 三笠店
○札幌市 手稲山口店
○石狩市 石狩緑苑台店
【イオンバイク】
○札幌市 札幌平岡店 ※②のサービスのみ

札幌市西区発寒 11 条５丁目 10-1

札幌市中央区大通西７丁目 1-1 パークフロントビル 7F
＜実施店舗＞（計 全２１店舗）

空知信用金庫

○岩見沢市 本店／鉄北支店／日の出支店／美園支店／幌向支店／栗沢支店
○美唄市 美唄支店
○三笠市 三笠支店
○南幌町 南幌支店
○由仁町 由仁支店
○長沼町 長沼支店
○栗山町 栗山支店
○札幌市 札幌支店／札幌北支店／琴似支店／白石支店／平岸支店／厚別支店／札幌西支店／
札幌東支店
○江別市 江別支店

＜実施店舗＞（計 ２１代理店）
ＳＯＭＰＯひまわり
生命保険(株)

○岩見沢市 (株)インベストほけん／(有)ライフプランアシスト
○札幌市 SOMPO ひまわり生命保険(株)札幌 LC オフィス／
損保ジャパンパートナーズ(株)札幌支店／(株)S・ライン／(有)桜庭保険事務所／
(株)小池保険事務所／(株)保険クリエーション／(株)TAKE-D／北海保険プラザ(株)/
(有)北明保険センター／(有)上島保険事務所／(有)ふれあい保険工房
○江別市 (有)ナベックス
○小樽市 (株)AI コーポレーション／
○函館市 (有)アイ・エス・アイ／(株)エヌ・エー・クラスト
○旭川市 (有)エイム／(株)ベスコ
○釧路市 (有)ニッカ・プランニング／(株)エリアサポート道東

（令和２年 11 月 20 日現在）
特典内容
電話番号・ＵＲＬ
①ご当地Ｇ．Ｇ ＷＡＯＮを無料で進
【電話】※各店舗
呈（通常は発行手数料 300 円（税
込）
）
【ＵＲＬ】
※サービスカウンターにて電子マネーＷＡ
ＯＮ会員と楽宅便の登録が必要

https://www.aeonhokkaido.jp

②電動アシスト自転車を購入する際、
「あんしんパック３年型」無料付与
（通常加入料 4,500 円）
※自転車取扱店のみ
※詳しくは店舗にご確認ください。

★運転免許の自主返納を機に新たにコ
ープの宅配（トドック）を開始され
る場合、コープ商品をプレゼント

【電話】
011-671-5602

※コープさっぽろ組合員対象
※宅配は、天売島、焼尻島を除き、全道で
利用可
※開始時 1 回のみ

【ＵＲＬ】

★車買取サービスで、車を売却した方
に商品券１万円進呈

【電話】
0120-322-755
【ＵＲＬ】

※買取金額５万円未満は対象外
※一部離島を除く。

★免許返納者向け定期預金「悠悠自
適」の提供
（店頭表示金利＋0.10%）

https://www.sapporo.c
oop/

https://www.jcmnet.co
.jp/index.php

【電話】※各店舗
【ＵＲＬ】
http://www.shinkin.co
.jp/sorachi/

★認知機能チェックサービス
★老後のお金と健康の備えについての
相談

【電話】※各代理店

※各代理店へ事前の電話予約が必要
※道内の対象者であれば、どの店舗でもサ
ービス可

https://www.himawarilife.co.jp/

【ＵＲＬ】

協賛事業者名（協賛店）
(株)はるやまチェーン
（はるやま、エフ・ユ
ニット）

所在地（市町村）
・実施店舗名
＜実施店舗＞（計 ３２店舗）
【はるやま】
○岩見沢市 岩見沢店
○滝川市 滝川東店
○札幌市 新琴似店／北郷店／西友厚別店／平岸店／清田店／川沿店
○千歳市 千歳店
○北広島市 北広島店
○小樽市 小樽店
○共和町 岩内店
○室蘭市 東室蘭駅前店
○苫小牧市 MEGA ドン・キホーテ苫小牧店
○伊達市 伊達店
○新ひだか町 静内店
○函館市 函館亀田店
○北斗市 上磯店
○八雲町 八雲店
○旭川市 旭川永山店／旭川神楽店
○富良野市 富良野店
○士別市 士別店
○留萌市 留萌店
○稚内市 稚内店
○紋別市 紋別店
○帯広市 帯広西５条店
○音更町 音更店
○釧路町 桂木店
○中標津町 中標津店
【エフ・ユニット】
○札幌市 新道東店
○北見市 北見店

＜実施店舗＞（計 ３１店舗）
(株)メガネトップ
（眼鏡市場）

○岩見沢市 岩見沢店
○滝川市 アクロスプラザ滝川店
○札幌市 札幌中央１１丁目店／札幌マルヤマクラス店／札幌藻岩店／札幌屯田店／
札幌東苗穂店／札幌白石川下店／札幌平岡店／札幌二十四軒店／札幌発寒店
○千歳市 千歳店
○北広島市 三井アウトレットパーク札幌北広島店／北広島店
○室蘭市 室蘭東町店
○苫小牧市 苫小牧店
○函館市 函館美原店／函館田家店
○北斗市 函館上磯店
○旭川市 旭川末広店／旭川永山店／イオンモール旭川西店
○北見市 北見三輪店／北見大町店
○網走市 網走店
○帯広市 帯広白樺通り店／フレスポ帯広稲田店
○音更町 音更店
○幕別町 札内店
○釧路市 釧路入江店／イオンモール釧路昭和店

(株)新星苑 札幌支社
（サッポロビール園）

(株)サッポロライオン

(株)ニュー三幸

(株)マルシンカワムラ

電話番号・ＵＲＬ
【電話】※各店舗

★メガネ・サングラス・補聴器
（備品は除く）
店頭価格より５％割引

【電話】※各店舗

★メガネの無料洗浄・調整サービス

札幌市西区琴似 2 条 1-4-1

※サービスカウンターにて初回ご呈示１回
限り

★グラスビール（クラシック）１杯サ
ービス
札幌市東区北 7 条東 9 丁目 2-10

【ＵＲＬ】
http://www.haruyamachain.co.jp/

【ＵＲＬ】
https://www.meganeich
iba.jp/

※他割引との併用不可

★セブンプレミアムお菓子（200 円相
当）プレゼント

(株)イトーヨーカ堂
（イトーヨーカドー琴似
店）

特典内容
★店頭価格より５％割引
※一部商品・補正代金・発送料等の対
象外あり。
※他のクーポン・セットセールとの併
用可
※ご家族のご利用可

※お食事利用でご本人に限る。

【電話】
011-613-5411
【ＵＲＬ】
https://blog.itoyokad
o.co.jp/shop/156/inde
x.html

【電話】
0120-150-550
【ＵＲＬ】
https://www.sapporobier-garten.jp/

＜実施店舗＞（計 ５店舗）

★クラシック生ビール小１杯無料

○札幌市 ビヤホールライオン狸小路店／銀座ライオン大通地下街店
ビヤケラー札幌開拓使／銀座ライオン札幌パセオ店
○千歳市 銀座ライオン新千歳空港店

※お食事利用でご本人に限る。

＜実施店舗＞（計 ２店舗）

★クラシック生ビール小１杯無料

○小樽市 ニュー三幸 小樽本店

○札幌市 ニュー三幸 さっぽろテレビ塔店

【電話】※各店舗
【ＵＲＬ】
https://www.ginzalion
.jp/

※お食事利用でご本人に限る。

【電話】※各店舗
【ＵＲＬ】
https://www.newsanko.
jp/index.html

＜実施店舗＞（計 ９店舗）

★クラシック生ビール小１杯無料

○札幌市 炭焼炉ばた くし路（すすきのビル店／新北海道ビル店）
海鮮炉ばた 隠れ家（南６条店／ニュー北星ビル店）
炭焼き・寿し処 炙屋（すすきの本店／すすきの別庭／総本店／札幌駅南口店／
大通ビッセ店）

※お食事利用でご本人に限る。

【電話】※各店舗
【ＵＲＬ】
http://www.marushinka
wamura.com/

協賛事業者名（協賛店）
有限会社森田興業
（わんわんタクシー）

所在地（市町村）
・実施店舗名

特典内容
★タクシー乗車料金１割引

札幌市白石区川下 640-89

電話番号・ＵＲＬ
【電話】
011-799-1195
【ＵＲＬ】
https:/one1taxi.com

＜実施店舗＞（計 全５店舗）
函館商工信用組合

(株)ことぶき第一交通

○函館市 本店営業部／富岡支店／湯川支店／美原支店

○北斗市 北斗支店

★免許返納者向け定期預金「運転免許
証返納応援定期預金」の提供（店頭
表示金利＋0.10%）

【電話】※各店舗
【ＵＲＬ】

★タクシー乗車料金１割引

【電話】
0138-55-2295
【ＵＲＬ】

函館市広野町 4 番 11 号

http://www.hakodate.s
hinkumi.jp/

http://kotobuki.0152.
jp

★タクシー乗車料金１割引
函館タクシー(株)

函館市日乃出町 22 番 38 号

【電話】
0138-51-3101
【ＵＲＬ】
https://www.hakotaxi.
co.jp

★タクシー乗車料金１割引
美咲第一交通(株)

函館市亀田町 6 番 22 号

【電話】
0138-85-8150
【ＵＲＬ】
https://www.daiichikoutsu.co.jp
（第一交通産業グルー
プのホームページ）

十勝バス(株)

北海道拓殖バス(株)

帯広市西 23 条北 1 丁目 1-1

河東郡音更町然別北 5 線西 37 番地 1

★十勝管内の全路線バス運賃半額（都
市間バス・空港連絡バス・定期観光
バス・イベントバスは除く）

【電話】
0155-37-6500
【ＵＲＬ】

※６０歳から適用

https://www.tokachibu
s.jp/rosenbus/menkyohennou/

★十勝管内の一般路線バス運賃半額
（都市間バス・空港連絡バス
・定期観光バス・臨時バスは除く）

【電話】
0155-31-8811
【ＵＲＬ】

※６０歳から適用

https://www.takubus.c
om/路線バス運賃-乗車
券/

