
系列名 事業所名 支店名 所在地 連絡先 特典内容 注意書き 営業時間 定休日

行政 廿日市市 廿日市市役所
廿日市市下平良一丁
目11-1

0829-30-9139

市自主運行バス（さくら
バスなど）の無料利用者
証（交付の日から２年間
有効）・広島県交通系ＩＣ
カード「パスピー」１万円
相当・タクシー利用助成
券１万円相当（申請年度
末まで）のいずれか１つ
※１回限り

※廿日市市民として住民登録さ
れている70歳以上の人で，有効
期限内の運転免許証を自主返
納された方
※詳細は要確認

8:30～17:15 土・日・祝日

ｽｰﾊﾟｰ
㈱ﾌﾚｽﾀﾎｰﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
ｴﾌﾞﾘﾃﾞｨﾌﾚｽﾀ

【宅配可能エリア】

廿日市市エリア
（阿品・駅前・大東・平
良・可愛・串戸・佐方・
桜尾・山陽園・四季が
丘・地御前・城内・新
宮・須賀・住吉・住吉・
天神・廿日市・本町・
峰高・宮内・宮園・木
材港・陽光台・六本
松・対厳山・深江・福
面・宮島口・前空）

0120-21-4981

○月会費１年間無料・口
頭注文ｻｰﾋﾞｽ１年間無
料（通常会員は月会費
200円【税別】，口頭注文
ｻｰﾋﾞｽ300円【税別】）
○商品1,000円以上購入
で配送料無料（通常会
員は2,000円以上購入で
配送料無料）

※入会申し込み時に運転経歴証
明書をご提示ください。
※月会費は商品ｶﾀﾛｸﾞ等の送付
を受けるｻｰﾋﾞｽ
※口頭注文ｻｰﾋﾞｽは，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
利用ではなく，電話利用による
ｻｰﾋﾞｽを受ける場合にかかる料
金

【口頭注文ｻｰﾋﾞｽ受付】

9:00～18:00

【お問い合わせ】
9:00～19:00

日曜

ｽｰﾊﾟｰ ゆめタウン ゆめタウン廿日市
廿日市市下平良二丁
目2-1

0829-34-1311

お問合せ窓口
(0120-872-123)

食品売場で食品をお買
い上げいただいた方

値引積立額２倍

※　「ゆめかプラス」に入会をお
願いします。
※サービスカウンターで運転経
歴証明書を提示し，カード番号の
登録を行って下さい。
※値引積立額が２倍になるの
は，通常のポイント時のみです。
５倍ポイントデーの時には２倍に
はなりません。

直接ご確認ください
直接ご確認
ください

ｽｰﾊﾟｰ ㈱ユアーズ ユアーズ宮内店
廿日市市宮内一丁目
10-8

0829-39-6226
食品売場で食品をお買
い上げいただいた方

値引積立額２倍

※　「ゆめかプラス」に入会をお
願いします。
※サービスカウンターで運転経
歴証明書を提示し，カード番号の
登録を行って下さい。
※値引積立額が２倍になるの
は，通常のポイント時のみです。
５倍ポイントデーの時には２倍に
はなりません。

9:00～23:00 なし

廿日市市



系列名 事業所名 支店名 所在地 連絡先 特典内容 注意書き 営業時間 定休日

廿日市市

ｽｰﾊﾟｰ ㈱ユアーズ ユアーズ大野店
廿日市市大野下更地
1714

0829-56-4910
食品売場で食品をお買
い上げいただいた方

値引積立額２倍

※　「ゆめかプラス」に入会をお
願いします。
※サービスカウンターで運転経
歴証明書を提示し，カード番号の
登録を行って下さい。
※値引積立額が２倍になるの
は，通常のポイント時のみです。
５倍ポイントデーの時には２倍に
はなりません。

9:00～23:00 なし

薬局 ｸｽﾘ岩崎ﾁｪｰﾝ 広島廿日市店
廿日市市住吉一丁目
6-24

0834-22-8980
（本社）

指定する日において，商
品の購入総額から５％
割引

※指定日：当面，毎月15・16・17日
一部の商品を除く

9:30～21:00

無休（年始の
営業は問い
合わせてくだ

さい。）

眼鏡 眼鏡市場 廿日市宮内店 廿日市市宮内1107-1 0829-37-3898

メガネ・サングラス・補聴
器５％割引
メガネの無料洗浄・調整
サービス

備品は除く，他割引との併用不
可　運転経歴証明書を提示いた
だいたご本人様対象

10:00～19:00 なし

眼鏡 眼鏡市場 ゆめタウン廿日市店
廿日市市下平良二丁
目2-1 ゆめ廿日市3階

0829-34-3428

メガネ・サングラス・補聴
器５％割引
メガネの無料洗浄・調整
サービス

備品は除く，他割引との併用不
可　運転経歴証明書を提示いた
だいたご本人様対象

9:00～21:00 なし

福祉用具
ｹｱｼｮｯﾌﾟ
ひまわり

廿日市市宮内4347-2 0829-39-5519
福祉用具（ｼﾙﾊﾞｰｶｰ，
杖，靴等）の購入金額か
ら５％割引

①購入金額が2,000円以上
②運転経歴証明書の提示が
必要
③当店への来店の場合のみ
有効

8:30～17:00
水・日・祝日
年末年始

お盆

石油 ㈱大野石油店
廿日市インター給油
所

廿日市市串戸六丁目
9-17

0829-20-1189

①ご本人様同乗車両へ
の燃料補給（ガソリン・
軽油・灯油）の優待価格
②ご本人名義の廃車
（引き取り），抹消登録
無料
③ご家族名義の車を当
社で購入または買い換
えで１万円の割引

ご利用前に「運転経歴証明書」ま
たは「取消通知書」のご提示をお
願いします。
※ご家族の方のご利用は同居で
あることが確認できるものの提示
が必要（家族の運転免許証等）

平日
7:00～21:00

土
7:00～20:00

日・祝
8:00～20:00

なし



系列名 事業所名 支店名 所在地 連絡先 特典内容 注意書き 営業時間 定休日

廿日市市

石油
エネクス石油

西日本㈱
四季が丘cs

廿日市市宮内佐原田
4245-8

0829-39-7347

運転経歴証明書又は取
消通知書提示により

①ご本人名義の車輌の
無料引き取り（広島県内

対応）
※引取時普通車１万円・
軽自動車5,000円進呈
②ご家族が車の購入・
売却時に１万円進呈

③ご家族名義の車輌の
車検代金3,000円引

④ご家族名義車輌故障
時のレスキュー費用

10％割引
⑤ご本人様同乗車輌へ
の燃料油（ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・

灯油）の割引

※対象
広島県内在住の65歳以上で有

効期間以内に自主返納された方
※利用方法

運転免許証の取消通知書・運転
経歴証明書を持参して提示する

セルフ給油
２４時間営業

PIT作業・手洗い洗車
9:00～19:00

セルフ機械洗車
6:00～22:00
車検受付

9:00～19:00

年中無休

車買取

電動
車椅子

石油

㈱ﾍﾞｽﾄｶｰ
ﾔﾏﾅｶ

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ
廿日市

車検の速太郎

ｶﾞｿﾘﾝ
(速太郎ｶﾞｿﾘﾝ)

本社

本店

廿日市店

廿日市店

廿日市市宮内382

［ﾍﾞｽﾄｶｰﾔﾏﾅｶ］
　0829-39-5100

［ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ］
0829-39-0002

［車検の速太郎］
0829-37-1100

9:00～19:00 水曜

運転経歴証明書又は取消通知書提示により
①自動車引取料無料（旧廿日市市に限る）  ※注㋑㋺
②車両引取時，査定価格がある車両は通常より高く買取
※注㋑㋺
③抹消登録（ﾅﾝﾊﾞｰ返納）半額  ※注㋑㋺
④同居の家族の方への名義変更半額
⑤ｽｽﾞｷｾﾆｱｶｰ(新車) 368,000円(税込)の特別値引き及び納車手
数料無料  ※注㋩
⑥ｽｽﾞｷｾﾆｱｶｰ(中古車)の特別値引き及び納車手数料無料
※注㋩
⑦ご本人様と一緒にご来店いただいた家族の方が車両お買い
上げ時(新車，未使用車，中古車)，見積書からさらに２万円値引き
⑧ｶﾞｿﾘﾝ値引（ご本人様同乗時「特別優待価格」値引）
【注意書き】
当社は自動車販売，修理，車検を扱う創業51年目の会社です。
※注㋑ ご本人様名義の車両又は相続発生自動車の場合は，
相続人全員の印鑑証明書，実印及び押印書面のある場合に限
ります。
※注㋺ リサイクル券必要
※注㋩ 納車無料地域と有料地域があります。
  ｽｽﾞｷｾﾆｱｶｰは，運転免許返納後に免許がなくても足代わりに
乗ることができる電動車イスです。
  各種お見積いたしますので，詳しくは店舗へお問い合わせくだ
さい。



系列名 事業所名 支店名 所在地 連絡先 特典内容 注意書き 営業時間 定休日

廿日市市

車買取

電動
車椅子

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ
廿日市

宮内店 廿日市市宮内1070-4 0829-37-0033 10:00～19:00 水曜

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ホワイト急便・

第一ドライ
アジナモール店

廿日市市阿品台三丁
目2-1

0829-39-2390
お問合先

0120-055-579
会員価格より10％オフ

（同居親族も同様）

　　　　※　利用方法
①　運転経歴証明書の提示で会
　員証にシールを貼付
②　利用時にシールを貼付した
　会員証を提示
　　　　※　割引対象外
〇セール期間中，曜日サービス
の日
〇カッター，外注品，布団毛布
※詳しくはお問い合せください。

直接ご確認ください
直接ご確認
ください

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ホワイト急便・

第一ドライ
コイン宮内店 廿日市市宮内848-1

0829-39-9201
お問合先

0120-055-579
会員価格より10％オフ

（同居親族も同様）

　　　　※　利用方法
①　運転経歴証明書の提示で会
　員証にシールを貼付
②　利用時にシールを貼付した
　会員証を提示
　　　　※　割引対象外
〇セール期間中，曜日サービス
の日
〇カッター，外注品，布団毛布
※詳しくはお問い合せください。

直接ご確認ください
直接ご確認
ください

運転経歴証明書又は取消通知書提示により
①自動車引取料無料（旧廿日市市に限る）  ※注㋑㋺
②車両引取時，査定価格がある車両は通常より高く買取
※注㋑㋺
③抹消登録（ﾅﾝﾊﾞｰ返納）半額  ※注㋑㋺
④同居の家族の方への名義変更半額
⑤ｽｽﾞｷｾﾆｱｶｰ(新車) 368,000円(税込)の特別値引き及び納車手
数料無料  ※注㋩
⑥ｽｽﾞｷｾﾆｱｶｰ(中古車)の特別値引き及び納車手数料無料
※注㋩
⑦ご本人様と一緒にご来店いただいた家族の方が車両お買い
上げ時(新車，未使用車，中古車)，見積書からさらに２万円値引き
【注意書き】
当社は自動車販売，修理，車検を扱う創業51年目の会社です。
※注㋑ ご本人様名義の車両又は相続発生自動車の場合は，
相続人全員の印鑑証明書，実印及び押印書面のある場合に限
ります。
※注㋺ リサイクル券必要
※注㋩ 納車無料地域と有料地域があります。
  ｽｽﾞｷｾﾆｱｶｰは，運転免許返納後に免許がなくても足代わりに
乗ることができる電動車イスです。
  各種お見積いたしますので，詳しくは店舗へお問い合わせくだ
さい。



系列名 事業所名 支店名 所在地 連絡先 特典内容 注意書き 営業時間 定休日

廿日市市

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ホワイト急便・

第一ドライ
地御前３丁目店

廿日市市地御前三丁
目16-11

0829-36-1789
お問合先

0120-055-57
会員価格より10％オフ

（同居親族も同様）

　　　　※　利用方法
①　運転経歴証明書の提示で会
　員証にシールを貼付
②　利用時にシールを貼付した
　会員証を提示
　　　　※　割引対象外
〇セール期間中，曜日サービス
の日
〇カッター，外注品，布団毛布
※詳しくはお問い合せください。

直接ご確認ください
直接ご確認
ください

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ホワイト急便・

第一ドライ
廿日市２丁目店

廿日市市廿日市二丁
目9-20

0829-32-5017
お問合先

0120-055-579
会員価格より10％オフ

（同居親族も同様）

　　　　※　利用方法
①　運転経歴証明書の提示で会
　員証にシールを貼付
②　利用時にシールを貼付した
　会員証を提示
　　　　※　割引対象外
〇セール期間中，曜日サービス
の日
〇カッター，外注品，布団毛布
※詳しくはお問い合せください。

直接ご確認ください
直接ご確認
ください

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ホワイト急便・

第一ドライ
廿日市工場前店

廿日市市桜尾一丁目
7-28

0829-32-8100
お問合先

0120-055-579
会員価格より10％オフ

（同居親族も同様）

　　　　※　利用方法
①　運転経歴証明書の提示で会
　員証にシールを貼付
②　利用時にシールを貼付した
　会員証を提示
　　　　※　割引対象外
〇セール期間中，曜日サービス
の日
〇カッター，外注品，布団毛布
※詳しくはお問い合せください。

直接ご確認ください
直接ご確認
ください

美容
美容室

ペパーミント
廿日市市宮内1498-
102

0120-879-687

・初回技術料２割引
・２回目以降技術料，店
販品１割引
・誕生月２割引

※利用時に運転経歴証明書を提
示して，割引を受ける。
※年齢制限なし

8:00～19:00 なし
（予約優先営業）

ﾊｳｽ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ﾍﾞﾝﾘｰ
ひまわり

宮内店 廿日市市宮内4489-1 0120-756-999
不用品回収のお手伝い
時の出張費無料

①作業料は別途必要
②運転経歴証明書の提示が
必要

直接ご連絡ください



系列名 事業所名 支店名 所在地 連絡先 特典内容 注意書き 営業時間 定休日

廿日市市

その他 ㈱ｹﾞｲﾅﾝﾊｳｽ 廿日市店
廿日市市宮園一丁目
11-3

0829-20-2007
お見積もり時に「保温冷
ﾏｸﾞﾎﾞﾄﾙ」を進呈

お見積もり時に「運転経歴証明
書」をご提示ください。お一人様１
限りとなります。

※（一社）日本住宅ﾘﾌｫｰﾑ産業
協会中国四国支部加盟

10:00～17:00
日・祝・夏期
年末年始


