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高齢者交通安全支援事業所一覧（交通機関、交通用具関係）
※支援内容に記載のサービスを受ける際は、運転経歴証明書の提示が必要です。
※支援事業の対象となる方は奈良県在住の65歳以上の方ですが、個別に異なる年齢条件等を設けている事業所がありますので、御利
用前の確認をお願いいたします。
※支援の内容が予告なく変更又は中止となる場合がありますので、御利用前にお問い合わせ先に確認願います。

タクシー乗車運賃の割引
支援事業所名
（一社）奈良県タクシー協会

令和２年９月１日現在
お問い合わせ先

支援内容
「料金割引適用車ステッカー」を貼っているタクシーの乗車
運賃が１割引
※運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受
けた方が対象（年齢制限なし。）
※タクシー利用の際に、運転経歴証明書を提示してくださ
い。その際、タクシー乗務員が必要事項をメモすることがあ
ります。
料金割引適用車ステッカー

（一社）奈良県タクシー協会
０７４３－５７－００７３

運転免許証返納者

料金割引適用車
※１ 加盟事業所は下記のとおり
提 示
してね

株式会社壺阪観光
ライサポＴＡＸＩ

ナ
ポ
く
ん

見 本

奈 良 県 タ ク シ ー 協 会
奈
良
県
警
察 本 部

タクシー乗車運賃が１割引
※運転経歴証明書の交付を受けた６５歳以上の方が対象
※タクシー利用の際に、運転経歴証明書を提示してくださ
※加盟事業所は奈良個人タクシー い。その際、タクシー乗務員が必要事項をメモすることがあ
協同組合へお問い合わせください ります。

高市郡高取町観覚寺886
０７４４－５２－２５３５
奈良市南京終町3丁目397-2
０７４２－６２－７７２６

奈良個人タクシー協同組合

奈良個人タクシー協同組合
０９０－３２６０－５４１１

※１ （一社）奈良県タクシー協会加盟事業所一覧［支援制度参加事業所のみ］

地域

事業所名

所在地

電話番号

奈良近鉄タクシー（株）

奈良市大安寺1-3-3-3

０７４２－６２－１３３２

服部タクシー（株）

奈良市北之庄町723-11

０７４２－５０－５５２１

大和交通（株）

奈良市肘塚町8-8

０７４２－２２－３３８３

（有）小泉交通

大和郡山市小林町251-1

０７４３－５２－３１０８

生
駒
市

生駒交通（株）

生駒市小明町1835-1

０７４３－７３－３１３１

飛鳥タクシー（株）

生駒市小明町549-1

０７４３－７３－４４４４

天
理
市

天理服部タクシー

天理市川原城町366-2

０７４３－６２－１６６６

長柄タクシー（株）

天理市兵庫町206-3

０７４３－６６－００８８

王寺タクシー（株）

北葛城郡王寺町久度1丁目1-5

０７４５－７２－２８２３

志都美タクシー（株）

北葛城郡上牧町上牧3688-1

０７４５－７６－３５１０

西和タクシー（有）

北葛城郡上牧町上牧2215-4

０７４５－７９－０１６７

（株）愛和

北葛城郡王寺町畠田4丁目374-1

０７４５－３２－１１１０

奈
良
市

郡大
山和
市

北
葛
城
郡

2
北
郡葛
城

磯
城
郡

桜
井
市
宇
陀
市

橿
原
市

大
和
高
田
市

香
芝
市

五
條
市

吉
野
郡

新大和交通（株）

北葛城郡河合町穴闇496

０７４５－５７－０５５５

ひまわりタクシー（株）

磯城郡三宅町上但馬204

０７４５－５６－４１８８

西村タクシー（株）

磯城郡田原本町193-1

０７４４－３２－２１４３

（有）冨士

磯城郡田原本町大字阪手491-3

０７４４－３２－６７８１

日の丸交通（株）

桜井市三輪767-3

０７４４－４２－２２０１

桜井交通（資）

桜井市三輪767-4

０７４４－４２－６５７１

（株）古宮タクシー

宇陀市菟田野松井151-2

０７４５－８４－２０２０

橿原タクシー（株）

橿原市久米町814

０７４４－２２－２８２８

（株）中川タクシー

橿原市内膳町3丁目8-10

０７４４－２２－２２４１

（有）奥野商会

橿原市内膳町1丁目6-6

０７４４－２４－９４９３

（有）高田交通

大和高田市礒野東町5-47

０７４５－５３－１１５５

月山交通（株）

大和高田市東中1丁目14-26

０７４５－２２－３０００

広陵タクシー（有）

大和高田市礒野東町5-47

０７４５－５５－３２５５

中和交通（株）

大和高田市築山23-1

０７４５－５３－３４１７

井村輸送（株）

香芝市旭ヶ丘1丁目26-1

０７４５－７７－０２９４

（株）協和交通

香芝市磯壁3丁目65-1

０７４５－７６－０６６５

（株）野原タクシー

五條市野原西6丁目3-13

０７４７－２３－２２３３

五條タクシー（株）

五條市二見5丁目4-2

０７４７－２２－２１８１

五條二見交通（株）

五條市二見5丁目4-2

０７４７－２３－１２１２

大紀観光（株）

吉野郡下市町原谷4-1

０７４７－５２－７７００

川上運送（有）

吉野郡川上村多古550-2

０７４６－５４－０１４１

宮滝タクシー

吉野郡吉野町宮滝276-1

０７４６－３２－３２３６

相互タクシー（株）

吉野郡吉野町上市2060-1

０７４６－３２－４００１

（有）大淀タクシー

吉野郡大淀町下渕226

０７４７－５２－２０４９

千石タクシー（有）

吉野郡下市町伃邑19-3

０７４７－５２－２５５５

（有）吉野口タクシー

吉野郡大淀町下渕122-3

０７４７－５２－２０７７
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バス乗車運賃の割引
支援事業所名

奈良交通株式会社

支援内容

お問い合わせ先

近鉄奈良案内所
０７４２－２２－５２６７
ＪＲ奈良案内所
０７４２－２２－５２７４
ＪＲ奈良東案内所
０７４２－２７－２５２２
天理案内所
０７４３－６２－０５１３
祝園案内所
０７７４－９５－３９２２
高の原案内所
０７４２－７１－１３７０
学園前案内所
０７４２－４６－１１３１
登美ヶ丘案内所
０７４２－５１－７３００
富雄案内所
「奈良交通ゴールドパス定期券（6ヶ月券を）」を２回に ０７４２－４６－５０７９
限り無料で配付
生駒案内所
０７４３－７４－１８８１
奈良交通・エヌシーバス全路線(一部路線を除く)1乗 東生駒案内所
車につき大人運賃の半額（ただし半額の際、端数は
０７４３－７４－７８３０
郡山案内所
10円単位に切り上げ。最低支払額は100円）
０７４３－５２－２１８９
※運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交 王寺案内所
０７４５－７２－５０１２
付を受けた奈良県在住の65歳以上の方が対象
香芝案内所
０７４５－７７－１８８１
榛原案内所
０７４５－８２－２３８２
桜井案内所
０７４４－４３－２６６２
八木案内所
０７４４－２２－８５７０
高田北案内所
０７４５－５２－２５０３
御所案内所
０７４５－６２－２１９５
五條案内所
０７４７－２３－１９５１
下市案内所
０７４７－５２－７８８１
十津川営業所
０７４６－６４－０４０８
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高齢者交通安全支援自治体一覧
※支援内容に記載のサービスを受ける際は、運転経歴証明書の提示が必要です。
詳しい支援内容、申請方法や必要書類等は各自治体により異なりますので、直接担当課へお問い合わせ下さい。
自治体名

支援内容

令和２年９月１日現在
お問い合わせ先

1人1回に限り、「ななまるカード」へ2,000ポイント付与
奈良市

大和郡山市

※平成27年4月1日以降に運転免許証を自主返納して運転経
歴証明書の交付を受けた奈良市内に在住の方で、ななまる
カード又は老春手帳優待乗車証をお持ちの方が対象
大和郡山市商工会発行の商品券（5,000円分）を交付
※平成27年4月1日以降に運転免許証を自主返納して運転経
歴証明書の交付を受けた大和郡山市に在住の65歳以上の
方で過去にこの制度によるバス回数券及び商品券の交付を
受けていない方が対象

斑鳩町

1人1回に限り、ＪＲ西日本が発行するICカード「ICOCA」
5,000円分（預かり金500円含む）を交付

王寺町

奈良交通の路線バス（王寺町内の路線に限る）を無料
で利用できるICバスカード「CI-CA」を交付

※平成28年4月1日以降に運転免許証を自主返納した斑鳩町
在住の65歳以上の方が対象

※王寺町内に住民登録がある70歳以上の方が対象

三郷町

1人1回に限り、三郷町予約制乗合タクシー利用券「さん
ごう ドライブ 勇退券」３００円券を３０枚（9，000円分）を
交付
※平成２９年４月１日以降に運転免許証を自主返納した三郷
町内に在住の方が対象

平群町

①1人1回に限り、平群町コミュニティバスで使用できる
回数券5,000円分（11枚綴り5冊）を交付
②１人１回に限り、奈良交通・エヌシーバスの路線バス
で使用できるICカード5,000円分（預かり金500円を含
む）を交付

長寿福祉課
０７４２－３４－１１１１

市民安全課
０７４３－５３－１１５１

建設農林課
０７４５－７４－１００１

福祉介護課
０７４５－７３－２００１

環境政策課
０７４５－７３－２１０１

総務防災課
０７４５－４５－１００１

※①か②のいずれかを選択
※平群町内に在住の65歳以上の方が対象

田原本町

1人1回に限り、田原本町内の指定事業者のタクシー（タ
ワラモトンタクシー）の利用券１２枚を交付
※田原本町内に在住の65歳以上の方が対象

総合政策課
０７４４－３２－２９０１

広陵町

広陵元気号の乗車回数券11枚綴りを5冊又は、西日本
旅客鉄道㈱が発行するICカード「ICOCA」(ｶｰﾄﾞ預かり
金を含む5,000円分)を交付

環境・安全安心課
０７４５－５５－１００１

下市町

１人１回に限り、奈良交通(株)の路線バス乗車券７７０
円を２０枚交付

総務課
０７４７－５２－０００１

吉野町

１人１回に限り、スマイルバス・やまぶきバス乗車券２０
０円を２５枚交付

総合施策課
０７４６－３２－３０８１

安堵町

１人１回に限り、安堵町コミュニティーバス、奈良交通路
線バス(かしの木台住宅路線)及び奈良近鉄タクシー(斑
鳩営業所範囲内)で使用できる３０００円分のおでかけ
応援券を交付

総務課
０７４３－５７－１５１１

五條市

１人１回に限り、五條市公共交通回数券5冊（10,000円）
を交付
※運転経歴証明書の交付を受けた五條市の住民基本
台帳に記載されている65歳以上の方が対象

あんしん福祉部介護福祉課
０７４７－２２－４００１

山添村

山添村に住所を有する６５歳以上の方に福祉タクシー
利用補助券１冊（５００円券４０枚）を１人１回に限り交付

総務課
０７４３－８５－００４１
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川西町

川西町在住の７０歳以上の方に川西町コミュニティーバ
ス「川西こすもす号」の利用料金を減額（一乗車１００円
のところを５０円）※事前申請必要

総合政策課
０７４５－４４－２２１１
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高齢者交通安全支援事業所一覧（商品、施設入場料、飲食代等関係）
※支援内容に記載のサービスを受ける際は、運転経歴証明書の提示が必要です。
※支援事業の対象となる方は奈良県在住の65歳以上の方ですが、個別に異なる年齢条件等を設けている事業所がありますので、御利用前の確
認
※支援の内容が予告なく変更又は中止となる場合がありますので、御利用前にお問い合わせ先に確認願います。
商品・施設入場料・飲食代等の割引
警
察
署

支 援 事 業 所 名
大 （株）インテリア池田
宮 （株）大島商会
通 久宝堂 奈良店
り 粉源
商 （有）青光社
蛸庵
工
奈良山中大仏堂
振
（株）東鮨 割烹 東吉
興 フクダギフト
会 （株）保険総合研究所
（株）トミカラー

奈
良 犬野苑
警
三条坊
察
署 株式会社スズキ自販奈
良

令和２年９月１日現在
支

援

内

容

インテリア装飾工事5％割引
消防用具・防災用品 通常価格の5％割引
人形結納商品 通常価格の5％割引
食材購入時 粗品進呈
会館利用時 粗品進呈
お酒以外の商品5％割引
仏具商品 通常価格の5％割引
ご利用の4名様まで5％割引
ギフト商品 通常価格の5％割引
火災保険成約時 粗品進呈
写真現像時割引あり
・ペットホテル利用の場合、奈良市内に限り犬の送迎無料（要
予約）
店内飲食10％割引

住

所

電 話 番 号

奈良市三条大路1丁目8-18
奈良市芝辻町2丁目9-10
奈良市二条大路南3丁目2-1
奈良市大宮町4丁目293-７
奈良市四条大路3丁目5-31
奈良市二条大路南3丁目3-39
奈良市三条大路3丁目1-56
奈良市三条大路1丁目594
奈良市小川町4-2
奈良市四条大路2丁目2-12
奈良市三条桧町16-13

0742-34-1011
0742-33-4028
0742-34-8773
0742-35-1157
0742-35-2515
0742-34-8570
0742-34-3612
0742-35-0555
0742-22-7147
0742-33-2377
0742-34-5423

奈良市公納堂町２４-２

080-4244-1141

奈良市三条本町1-1
JR奈良駅ビエラ奈良1階

0742-23-1154

スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと
奈良市神殿町370
キーホルダーをプレゼント
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引
メガネ本舗 奈良三条店
奈良市三条添川町１２５-１
（他の割引と併用不可）
奈良市登大路町36-2
やまと旬菜 三笠
店内飲食10％割引
奈良商工会議所ビル地下1階
株式会社クラシアン奈良 水道修理、トイレつまり除去などの作業料金１０％割引
奈良市西九条町２－５－１５
眼鏡市場
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引き、メガネの無 奈良市二条大路南1－３－１
ミ・ナーラ店
料洗浄、調整サービス
ミ・ナーラ2階
眼鏡市場 ラ・ムー奈良京 メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引き、メガネの無
奈良市南京終町71０－１
終店
料洗浄、調整サービス
梅尾畳店
畳工事（新畳・表替え）5％割引（古畳の処分含まず）一部条件 奈良市紀寺町２１０－４
イオンスタイル奈良
お買い上げ商品の自宅配送料金割引
奈良市西大寺東町２－４－１
イオン登美ヶ丘店
お買い上げ商品の自宅配送料金割引
生駒市鹿畑町３０２７番地
セレミューズ秋篠
本人が経歴証明書を受けていた場合に会場使用料５０％割 奈良市秋篠町1180-43
株式会社スズキ自販奈 スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと
奈良市押熊町550-1
良
キーホルダーをプレゼント
６階飲食店の下記店舗において
築地飛賀屋 ソフトドリンク１杯サービス
奈良市西大寺東町２－４－１
奈 ならファミリー
おむらいす亭 お食事注文でドリンクバー無料
良
一刻魁堂 生ビール中ジョッキ１００円引き
西
奈良市内、生駒市内にお住まいの方ＬＥＤ電球、蛍光灯の取
警 有限会社 ホクワ電器
替料、出張料無料
奈良市西登美ヶ丘３－２２－１９
察
商品代金８％割引き
奈良市西大寺東町２－４－１
署 メガネの愛眼 ならファミ メガネ１０％・補聴器５％割引
リー店
イオンスタイル２F
（株）日本オプティカル
奈良市学園北１-１-１ルミエール
メガネフレーム２０％・コンタクトレンズ１０％割引
ハートアップ奈良学園前
学園前北ビル３階３０５号室Ａ
眼鏡市場 東登美ヶ丘店 メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引 メガネの無料 奈良市東登美ヶ丘４－２４－２１
洗浄、調整サービス
眼鏡市場 奈良学園前店 メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引 メガネの無料 奈良市中町１－９６
洗浄、調整サービス
あさひフォトスタジオ
スタジオ撮影の撮影代1,000円割引
生駒市本町9-10
∧ rai Hair&Make
カット、パーマ、ヘアカラーその他美容技術と美容関連商品全
生駒市本町7-8ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F
アライ・ヘア・メイク
て10％割引
あらもの おおにし
全商品5,000円以上購入で10％割引
生駒市元町1丁目7-12
株式会社桂フラワーガー 店内の商品10％割引
生駒市元町1丁目5-13
Cafe Cafua
ランチ100円引き
生駒市本町9-12
Café かわせみ
ドリンク10％割引
生駒市本町6-2 桜ﾋﾞﾙ1階
モーニング50円引き（400円→350円）
喫茶こすもす
生駒市俵口町785-1
お昼の定食50円引き（800円→750円）
喫茶コトハナ
ドリンク10％割引
生駒市本町7-12-102
ギフト若草
贈答品（カタログ含む）１０％割引
生駒市西旭ヶ丘－３４
サンマルク 学園前店
店内飲食10％割引
生駒市上町5930－1
シューズショップつじの
3,000円以上購入で10％割引（学校用品、特価品を除く）
生駒市本町5-2
セレミューズ瑞光
本人が経歴証明書を受けていた場合に会場使用料５０％割 生駒市桜ヶ丘２－４６
株式会社スズキ自販奈 スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと 生駒市辻町237-1
良
キーホルダーをプレゼント
中橋時計店
全商品20％割引（特価品を除く）
生駒市元町1丁目5-13
株式会社中村製菓(本店)
生駒市山崎町22-22
菓子（宝山もなか、山ろく太鼓）を10％割引
株式会社中村製菓(支店)
生駒市元町1丁目8-9
ニコニコ薬局
粗品進呈
生駒市元町1丁目7-16
西岡呉服店
全商品5％割引
生駒市本町6-8
生駒市元町1丁目7-16
生 株式会社NISHINO.Co.戎 購入金額1,000円以上でフルーツ缶詰１缶プレゼント
店内の全商品（生け花）500円以上購入で10％割引
生駒市元町1丁目3-20
駒 花藤 寺田花店
ガーゼハンカチ1枚プレゼント
生駒市谷田町1600
警 有限会社フサヤ
・カバン類、靴の購入は30％割引
察 婦人服飾 雑貨 あん
生駒市元町1丁目7-15
・洋服類は3,000円以上購入で20％割引
署
芳德園
お茶2,000円以上購入で5％割引
生駒市元町1丁目3-22

0742-63-6101
0742-34-3970
0742-20-8010
0120-583-587
0742-30-3378
0742-50-2378
0742-24-0247
0742-33-7001
0743-70-0001
0742-27-4444
0742-49-6101
0742-33-1202

0742-48-5775
0742-33-4670
0742-53-7677
0742-52-7708
0742-52-0328
0743-74-2035
0120-517-310
0743-73-2656
0743-75-0138
0743-75-1815
0743-25-5936
0743-73-0175
080-4765-0744
0743-75-1770
0743-79-1309
0743-73-3112
0743-75-3987
0743-71-8000
0743-74-0897
0743-74-9302
0743-74-3820
0743-73-2314
0743-73-2118
0743-73-2919
0743-73-2504
0743-74-3137
0743-75-6880
0743-73-2001

駒
警
察
署
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果物、野菜全品10％割引
※生駒市内配達無料
メガネの愛眼 東生駒店 メガネ１０％割引、補聴器５％割引
メガネの愛眼 南生駒店 メガネ１０％割引、補聴器５％割引
メガネ本舗 東生駒店
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引（他の割引と併用不可）
八百与商店
1,000円以上購入で10％割引
-LUNEXカット、パーマ、ヘアカラーその他美容技術と美容関連商品全
(ルネックス美容室)
て10％割引
レディースファッション
店内の全商品（婦人服、雑貨）5％割引
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引、メガネの無料
眼鏡市場 生駒店
洗浄、調整サービス
クレアーズ 大和郡山 購入商品の代金５％割引
イ店
他のクーポン、割引券との併用不可
オ
税込５００円以上お買い上げのお客様に、当店パンのみ８％
シャトードール
郡山店
ン
割引（サービス品等除く）
モ 旬菜 しゃぶ重
ドリンクバーのサービス（本人のみ）
ー 大和郡山店
ル スプレイプレミアム
郡 大 イオンモール大和郡 購入商品の代金を５％割引
山 和 清修庵
警 郡 イオンモール大和郡 お食事代金を５％割引
察 山 BRICK HOUSE
税込み3，240円以上お買い上げの方へノベルティをプレゼント
シャツ工房
署
セレミューズ矢田山
本人が経歴証明書を受けていた場合に会場使用料５０％割
株式会社スズキ自販奈 スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと
良
キーホルダーをプレゼント
メガネの愛眼
メガネ１０％割引.補聴器５％割引
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引き メガネの無料
眼鏡市場 大和郡山店
洗浄、調整サービス
株式会社セリオ 奈良営業所 電動車いす購入時、専用車体カバーをプレゼント
浅野自動車工業株式
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
会社
井上カーサービス
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
上田モータース
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
西 大谷モータース
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
部 新和自動車
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
自 （有）辻自動車工業
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
動 平群モータース
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
車 松江自動車販売株式
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
整 会社
備 前平自動車株式会社 自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
協 三恵オート
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
議 髙田自動車整備
会 竜田自動車株式会社 自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
谷口自動車
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
株式会社松谷輪業
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
山田自動車
自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
株式会社大和屋自動 自動車の抹消登録における書類上の費用を2割引
市平電気商会
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
岩井電器店
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
上木電工商会
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
植田電気商会
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
有限会社えのき電器 管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
エレクトロニクス マル
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
サン
（株）岡島電設工業
管球等の取替出張費＋交通費を2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
西 オカダ電器
※高所の場合は別途料金
和
小西電気商会
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
電
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
気 信貴電気商会
大導電機
管球等の取替出張費を取替費込みで2,000円
組
株式会社髙塚電気商 管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
合 竹島電機工事
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
マミーエビスヤ

中川電気
中野電気
フジDEN
山﨑(勝)電気商会
西
山中電気商会
和
松本電気商会
警
むらでん
察
吉田電気工事
署
有限会社 馬本賢商店
平 光雲堂 （仏具店）
群 （株）奈良シャッター製
町 作所
商 西田石材
工
バイクサービスNARA
会
ヘアーサロン たかし
インド料理 マユール
リ
ー
ベ
ル

大阪うどん きらく

管球等の取替出張費を取替費込みで2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
管球等の取替出張費と交通費を2,000円
管球等の取替出張費を交換費込みで2,000円
廃棄物処分代金を8％割引
商品購入代金8％割引（自作品）
当社取付シャッターに限り無料点検
※生駒郡内のみ１回に限る
石碑を新設される方にお墓まいりのおまいりセット（巾着袋、
線香（もくれんミニ）、防風付ライター）をプレゼント
オートバイの廃車手続き無料
調髪200円割引
※本人と、その同伴者が対象
飲食代金10％割引
※本人と同一会計の同伴者が対象
店内飲食代金10％割引
※本人と、その家族が対象

生駒市元町1丁目5-10

0743-74-1223

生駒市小明町５５１ｰ１
生駒市小瀬町８８
生駒市辻町５５－１
生駒市本町4-17
生駒市元町1丁目8-7

0743-73-1701
0743ｰ76-5891
0743-74-6611
0743-74-9518

生駒市元町1丁目8-8

0743-73-2202

生駒市小明町４４４－１

0743-71-7518

大和郡山市下三橋町７４１

0743-52-2671

大和郡山市下三橋町７４１

0743-85-5888

大和郡山市下三橋町７４１

0743-51-0020

大和郡山市下三橋町７４１

0743-54-3330

大和郡山市下三橋町７４１

0743-55-5511

大和郡山市下三橋町７４１

0743-52-1890

大和郡山市泉原町１－５

0743-52-4444

大和郡山市小泉町2357-1

0743-52-8325

大和郡山市下三橋町７４１
大和郡山市柳町７０－１ＯＳビル
1階
大和郡山市筒井町９３９－６

0743-52-7532

生駒郡平群町吉新3丁目1-36

0745-45-1382

生駒郡安堵町東安堵429-3
生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目7-23
北葛城郡王寺町本町1丁目5-38
北葛城郡王寺町畠田4丁目332北葛城郡王寺町元町2丁目
生駒郡平群町吉新1丁目3-38

0743-57-2313
0745-75-2263
0745-72-2524
0745-31-3860
0745-73-5296
0745-45-0141

生駒郡平群町椿井235

0745-45-2071

生駒郡斑鳩町龍田西6丁目1-33
生駒郡安堵町東安堵270
北葛城郡上牧町下牧3丁目6-1
生駒郡斑鳩町龍田南2丁目1-46
生駒郡平群町西宮2丁目8-7
北葛城郡王寺町王寺1丁目2-10
生駒郡三郷町立野南1丁目21生駒郡安堵町東安堵1150
生駒郡斑鳩町龍田南4丁目3-7
北葛城郡河合町川合730
生駒郡三郷町勢野東6丁目12生駒郡平群町吉新2丁目4-3
北葛城郡王寺町本町1丁目9-6

0745-75-2823
0743-57-2805
0745-73-1791
0745-75-2753
0745-45-2532
0745-72-2556
0745-73-5883
0743-57-2217
0745-74-1978
0745-56-4012
090-3717-1282
0745-45-0101
0745-33-5088

北葛城郡王寺町久度4丁目1-11

0745-72-2226

天理市田部町350-1

0743-85-5652

生駒郡斑鳩町龍田西4丁目5-20

0745-74-1221

生駒郡斑鳩町興留6丁目5-3
生駒郡平群町吉新1丁目2-13-6
北葛城郡河合町佐味田324-7
生駒郡斑鳩町興留5丁目15-22
北葛城郡上牧町下牧2丁目10-6
北葛城郡斑鳩町法隆寺2丁目6生駒郡平群町信貴畑2296
北葛城郡河合町池部3丁目10-6
北葛城郡河合町川合1141
北葛城郡河合町川合644-2
生駒郡斑鳩町龍田西4丁目8-8
生駒郡斑鳩町龍田西5丁目8-1
生駒郡三郷町立野北2丁目21-8
生駒郡平群町若井589
生駒郡平群町吉新3丁目10-2

0745-74-4664
0745-45-0105
0745-56-6363
0745-74-1234
0745-72-4538
0745-74-0127
0745-45-0750
0745-61-7456
0745-56-6535
0745-56-2256
0745-74-1977
0745-75-2759
0745-73-7387
0745-45-6666
0745-45-2417

生駒郡平群町梨本1

0745-45-2471

生駒郡平群町下垣内135-4

0745-45-0334

生駒郡平群町緑ヶ丘2丁目5-18

0745-45-3932

生駒郡平群町緑ヶ丘1丁目1-3

0745-45-4428

北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B1
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B1

0120-876-801

0743-53-5077
0743-85-4360

0745-72-8811
0745-33-1117
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リ
ー 王寺 百楽
ベ
ル 喫茶 米寿
王
寺 鶴橋風月 りーべる王
寺店
東
館 とんかつ かつ喜
商 パン.ド.ブール王寺駅
店 前店
会 パン.ド.ブール アーミ
店
マクドナルド王寺りー
べる店
イオンいかるが店
イオン西大和店
メガネの愛眼 アピタ西
大和店

会計から10％割引
メニュー全品5％割引（ご家族又は友人5名様まで）
※豆の挽き売りと紅茶を除く
店内飲食代金10％割引
※本人と同一会計の同伴者が対象
店内飲食代金10％割引
※本人と、その家族が対象
店頭販売の全商品10％割引
※ドリンク類を除く
店頭で飲食の全商品10％割引

単品のホットコーヒーとアイスコーヒーを割引
※100円→70円
お買い上げ商品の自宅配送料金割引
お買い上げ商品の自宅配送料金割引
メガネ１０％割引
補聴器５％割引
メガネの愛眼 法隆寺店 メガネ１０％割引
補聴器５％割引
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引
メガネ本舗 王寺店
（他の割引と併用不可）
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引き
眼鏡市場 斑鳩店
メガネの無料洗浄、調整サービス
天 株式会社スズキ自販奈 スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと
キーホルダーをプレゼント
理良
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引
警 メガネ本舗 天理店
（他の割引と併用不可）
察
電動車いす、電動カード１０～２０％割引
ユニバーサル
チョイス
署
車いす１０～５０％割引
桜 安部文殊院
拝観料1割引（700円→630円）お抹茶付
井 石舞台古墳
入場料2割引（250円→200円）
市
おふさ観音
拝観料1割引（300円→270円）
観
拝観料1割引（400円→360円）
光 聖林寺
入山料1割引（500円→450円）
協 談山神社
会 長岳寺
入山料1割引（350円→300円）
味の風にしむら
コース料理5％割引
桜 株式会社サンユー
福祉用具の購入代金、定価の1割引
桜
井 いきいき本舗
井
べっ甲細工
池田工房
全商品5％割引
市
警
・商品購入の方全て商品代金100円引きと次回利用できる
商 ベネピピ アウトレット
察
100円引チケット進呈
工館
・5,000円以上お買い上げで10％
署
会 寶園堂（ほうえんどう） 長谷寺名物 草餅10％割引
まほろばの里 卑弥呼
イオン桜井店
TAKAI RACING RIDERS
YS ASUKA
グランソール奈良
眼鏡市場
奈良桜井店
観光明日香公共事業株
イオンスタイル橿原
サンマルク 橿原店
株式会社スズキ自販奈
良
つくし 八木店
橿 メガネ本舗 橿原店
原
メガネ本舗 橿原新ノ口
警
店
察 メガネの愛眼
署 イオンモール橿原店
メガネの愛眼
橿原店
（株）日本オプティカル
ハートアップ八木
眼鏡市場
橿原店
上田写真館
岡田自転車商会
喫茶シャドウ
片 ギャラリー創
塩 清澄不動産
振 サグンインド
興 レストラン＆バー
協 三英電化
高 議 すし魚萬
田 会 セレクトショップ
ひなた
警
ソレイユ
察
久富餅
署 京ろまん
和優館トナリエ大和高田

北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B1
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館2階
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B1
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館1階
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B1
北葛城郡王寺町久渡2丁目2-1
ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B1
生駒郡斑鳩町龍田西８－１－１
北葛城郡河合町中山台２－７
北葛城郡上牧町ささゆり台1-11

0745-33-0021
0745-73-9748
0745-33-7004
0745-31-1601
0745-32-0021
0745-32-0283
0745-74-3011
0745-70-1100
0745-32-6421
0745-43-8541

生駒郡斑鳩町東福寺１－１－１

0745-75-7588

北葛城郡王寺町王寺１－２－５

0745-73-0220

生駒郡斑鳩町神南４－３５９－３
５
磯城郡田原本町鍵68-1

0745-75-1218
0744-33-5871

天理市田井庄町４７６－１

0743-69-6770

天理市三島町１８２－３

0743-20-1018

桜井市阿部６４４
高市郡明日香村岡1220
橿原市小房町6-22
桜井市下692
桜井市多武峰319
天理市柳本町508
桜井市粟殿1023-3

0744-43-0002
0744-54-4577
0744-22-2212
0744-43-0005
0744-49-0001
0743-66-1051
0744-42-7773

桜井市阿部426-5

0744-43-1061

桜井市茅原168

0744-43-4734

桜井市桜井1227-1上田ﾋﾞﾙ1F

0744-42-6778

桜井市初瀬844
桜井市川合257-6
桜井市上之庄２７８－１

0744-47-7120
0744-46-1787
0744-44-1000

桜井市橋本268-13

0744-43-0201

宇陀市菟田野松井８－１

0745-84-9333

桜井市東新堂５００

0744-49-3938

高市郡明日香村御園138-6
橿原市曲川町７－２０－１
橿原市葛本町797-1

0744-54-4466
0744-25-8700
0744-21-0309

橿原市五井町222-1

0744-24-0710

橿原市内膳町5丁目1-10

0744-29-0294

橿原市曲川町６－１１－１

0744-21-0360

橿原市十市町８３８－６

0744-23-8080

橿原市曲川町７ー２０－１

0744-21-8216

橿原市御坊町９７－１

0744-29-0921

橿原市内膳町１丁目１-１１
Ｕ遊タウン６Ｆ

0744-29-7121

橿原市十市町８３９－４

0743-63ｰ2825

大和高田市片塩町１６ｰ１０
大和高田市片塩町１３-１６
大和高田市片塩町１５ｰ３２
大和高田市片塩町１７ｰ１２
大和高田市片塩町１４ｰ３１

0745-52-2185
0745-52-2935
0745-22-4795
0745-52-8286
0745-52-4189

飲食時、プレーンナン１枚プレゼント

大和高田市片塩町１１ｰ２０

0745-23-5056

電池、電球類１０％割引き
お食事、お持帰りの際に、消費税分の金額を無料

大和高田市片塩町１１ｰ１４
大和高田市片塩町１４ｰ5

0745-52-1555
0745-22-5316

お買い上げ代金より１０％割引き

大和高田市片塩町１５ｰ３５

0745-23-6609

眉スタイリング、もみほぐし等全てのメニューが１０％割引き
みたらし団子１０％割引き

大和高田市片塩町１１ｰ１８
大和高田市片塩町１３ｰ４

0745-52-3970
0745-77-6738

店内商品１０％割引き

大和高田市幸町３ｰ１８

0745-21-5500

卑弥呼みたらし10％割引
お買い上げ商品の自宅配送料金割引
自転車の購入で右バックミラーをサービス
自転車の修理代金10％割引
指定の人間ドック及び脳ドックの料金を５％割引
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引
メガネの無料洗浄、調整サービス
レンタサイクル貸出料1台 3割引（1,000円→700円）
お買い上げ商品の自宅配送料金割引
店内飲食10％割引
スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと
キーホルダーをプレゼント
店内飲食10％割引
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引
（他の割引と併用不可）
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引
（他の割引と併用不可）
メガネ１０％割引
補聴器５％割引
メガネ１０％割引
補聴器５％割引
メガネフレーム２０％・コンタクトレンズ１０％割引
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引
メガネの無料洗浄、調整サービス
各種証明写真撮影１０％割引
自転車購入時バックミラープレゼント
日替わり定食（750円）を100円引
店内商品5，000円以上お買い上げに付１０％割引き
賃貸契約成立時に1，000円の商品券を贈呈

警
察
署

9

株式会社ケアプラス

人気メニューを500円引き
※自費（保険適用外）のメニューに限る
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引き
メガネの無料洗浄、調整サービス
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引き
メガネの無料洗浄、調整サービス
大人の塗り絵倶楽部 入会金無料、初月の会費を半額引き
ランチ5％割引、ディナー10％割引
５００円までのドリンク１杯サービス
コース料理10％割引
※本人（70歳以上の方）のみ
ワンドリンクサービス
運転免許自主返納された方から紹介されて入校した方につい
て普通免許の教習料金から5,000円割引
工房オリジナル名入れロックグラスプレゼント
※自主返納された方の名前
自動車の廃車手続き無料
※別途印紙代は必要
銭亀１個プレゼント
からあげ100ｇプレゼント
※500円以上購入の方
3,000円（税抜き）以上購入で5％割引
※特価品、仏花、墓花、榊、三宝荒神、全国配送を除く
ハガキ印刷20％割引
※年賀状、ハガキ等への印刷
ファーストドリンク１杯無料
※お昼のコースを除くコース料理の注文時に限る
コンピューター測定したオーダー枕の無料体験
※所要時間約30分
一部お灸治療サービス
全商品20％割引
（メガネフレーム、レンズ、アクセサリーなど）
グループ全員にミニアイスサービス
ランチ（1,000円以上）にウーロン茶・黒ウーロン茶をサービス。
ディナーにはアイスクリーム（抹茶、バニラ）をグループ全員に
サービス。
店舗商品購入及び合カギ作製で代金10％割引
食事された方にワンドリンクサービス
弁当8％割引
お昼の定食10％割引
切り花代金10％割引
※仏花を除く
ワンドリンクサービス
スズキ電動車いすセニアカー新車購入時、１万円の値引きと
キーホルダーをプレゼント
自転車の購入で右バックミラーをサービス
自転車の修理代金10％割引
メガネ１０％割引
補聴器５％割引
遠近両用メガネ購入の方に５.000円相当の老眼鏡をプレゼン
ト
メガネ・補聴器 店内全品１０％割引
（他の割引と併用不可）
遠近両用メガネ購入の方に５.000円相当の老眼鏡をプレゼン
ト
ランチタイム：ソフトドリンク１杯サービス
ディナータイム：5,000円以上の場合1,000円割引
メガネ・サングラス・補聴器 店頭より５％割引
メガネの無料洗浄、調整サービス
電動車いす新車購入時1万円引き及び車体カバーの進呈

イオン五條店

お買い上げ商品の自宅配送料金割引

株式会社日本パレード
東京本社・営業部

自転車用ヘルメット「カポル」指定商品を10％割引、送料及び
着払手数料無料サービス
※取扱いは東京本社・営業部のみ
自動車買い取り成立で最大1,0000円相当のカタログギフトを
プレゼント
電動アシスト付き四輪自転車けんきゃくん」を購入時、けん
きゃくんで使用できる自転車カバーを進呈

スマイル整骨院
眼鏡市場
大和高田店
眼鏡市場
御所店
ルートアカデミー
インド料理 SHAKTI
居酒屋四季
日本料理 卯之庵
海鮮と笑えもん あかり
香芝自動車学校
ガラス彫刻工房 ONO
香 有限会社コミカ
芝 株式会社ツボイ
市
とり香杏
商
工
花のたかや
会
Vivo Avanti 株式会社
ふぐ政 香芝店
ふとんとベッドのやま
ぐち
みわ鍼灸整骨院
めがねWORKS O.M.S

香
芝
焼肉はなぶさ
警
察 広 やきにく・や
署陵
町 アクティブ防犯セン
商 Cqfe'そらみる
広陵レストラン
工
福寿し
会
山崎生花店

おでん 和ごはん まにま
株式会社スズキ自販奈
良
TAKAI RACING RIDERS
YS TAKAI
メガネの愛眼
真美ヶ丘店
メガネ･補聴器･宝石
ドリーム香芝店
メガネ本舗 香芝店
眼鏡屋ドリーム
和牛焼肉 幸庵
奈良広陵店
眼鏡市場 香芝店
五
條
警
察
署

県 ＵｃａｒＰＡＣ株式会社
外
株式会社協栄製作所
カシダス株式会社
大阪営業所

折りたたみ式電動車いす「ラスレル」を定価の１０％割引

葛城市當麻402-1
大和高田市市場６３６－１
オークワ大和高田店
御所市室１１８５－２
スーパーセンターオークワ御所
大和高田市高砂町2-1
香芝市鎌田419-1
香芝市逢坂８－１００－１

0745-60-8223
0745-23-6168
0745-62-6010
0745-25-2280
0745-77-1778
0745-76-5248

香芝市下田東1丁目470

0745-76-4416

香芝市磯壁4丁目160

0745-78-8008

香芝市別所８８-1

0745-52-0661

香芝市下田東5-528-6

0745-47-1478

香芝市下田西1丁目9-22

0745-77-4558

香芝市今泉21-5

0745-76-0419

香芝市下田西1丁目4-23

0745-77-7111

香芝市磯壁3丁目58-5

0745-78-5487

香芝市瓦口2102
ｻﾝﾗｲﾄ五位堂2F

0745-71-0555

香芝市北今市4丁目313-1

0745-77-5529

香芝市畑3丁目832-1

0745-76-1165

香芝市磯壁3丁目27-1

0745-77-6738

香芝市下田西2丁目7-5

0745-44-8977

香芝市上中52-4

0745-76-8723

香芝市鎌田389-8

0745-71-8929

北葛城郡広陵町三吉254-14
北葛城郡広陵町笠274-5
北葛城郡広陵町笠161-2
北葛城郡広陵町大塚六道山310

0745-54-0291
0745-55-3225
0745-55-3682
0745-55-5518

北葛城郡広陵町三吉610

0745-55-7760

香芝市穴虫27-12

0745-71-4151

香芝市高139-1

0745-77-6945

香芝市下田西1丁目8-5

0745-78-0066

北葛城郡広陵町馬見中４－１

0745-55-5203

香芝市磯壁３丁目40-1

0745-79-0033

香芝市上中２６５－１

0745-76-2000

北葛城郡広陵町馬見中２丁目２
－３

0745-40-0055

北葛城郡広陵町馬見北9-12-7

0745-55-9929

香芝市瓦口２２６１

0745-78-8425

香芝市畑1丁目２２９

0745-43-8958

五條市今井２－１５０

0747-22-0271

東京都北区王子本町2丁目8-8

0120-71-8010

東京都江戸川区中葛西3-33-11

0120-020-033

静岡県浜松市南区金折町141710
大阪市北区堂山町１－３三共梅
田ビル６Ｆ

※支援事業所が所属する団体の住所地で管轄警察署を表記しているため、住所地と一致しない場合があります。

053-425-2511
080-3109-6834

