
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

交通機関 タクシー ㈲西条タクシー
東広島市西条町御薗
宇

0120-212-526 運賃１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

交通機関 タクシー ㈲高屋タクシー 東広島市高屋町中島 082-434-0008 運賃１割引
※利用時に運転経歴証明書を提
示して，割引を受ける。
※65歳以上

交通機関 タクシー ㈱東広島タクシー
東広島市西条町御薗
宇

0120-33-1260 運賃１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

交通機関 タクシー ㈲八本松タクシー
東広島市八本松町飯
田

082-428-0023 運賃１割引
※利用時に運転経歴証明書を提
示して，割引を受ける。
※65歳以上

交通機関 タクシー 大学タクシー（株）
東広島市西条町郷曽
2087

0120-72-5010 運賃１割引
※利用時に運転経歴証明書を提
示して，割引を受ける。
※65歳以上

ｽｰﾊﾟｰ ゆめタウン ゆめタウン学園店
東広島市西条下見
六丁目2-32

082-423-1361

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

東広島市



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

東広島市

ｽｰﾊﾟｰ ゆめタウン ゆめタウン東広島
東広島市西条土与丸
一丁目5-7

082-423-1111

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 ゆめタウン ゆめタウン黒瀬
東広島市黒瀬町楢原
100-1

0823-82-5511

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 ゆめタウン ゆめマート八本松
東広島市八本松東
三丁目10-2

082-427-1200

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

服飾
東京靴流通
センター

東広島店
東広島市西条中央
三丁目26-16

082-423-7530

「運転経歴証明書」又は
「申請による運転免許の

取消通知書」で
1点1,000円（税抜き）
以上の定価商品が

10％オフ

特価商品など一部割引対象外商
品がございます。
他の割引券，割引企画との併用
はできません。
詳しくはお近くのスタッフまでお
尋ねください。

10:00～20:00 不定休

薬局 ｸｽﾘ岩崎ﾁｪｰﾝ 東広島高屋店
東広島市高屋町杵原
1776

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

9:30～20:00

無休（年始の
営業は問い
合わせてくだ
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

東広島市

眼鏡 メガネの三城 東広島店
東広島市西条町寺家
5484-1

082-423-6002

運転経歴証明書提示に
より

・メガネフレーム
・レンズ

・サングラス
・補聴器
５％OFF

※セール品は除く 10:00～19:00
直接ご確認
ください

眼鏡 眼鏡市場 東広島店
東広島市西条町御薗
宇5474-1

082-493-8728

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

電動
車椅子

㈱スズキ自販
広島

東広島店
東広島市西条中央
四丁目10-48

082-423-7021

電動車いす(セニアカー)
を購入(検討)する際，出
張試乗無料サービス，
購入後の納車費用無料
サービス，購入時のオプ
ション品取付工賃無料
サービス

運転免許証を自主返納した本人
に限る。

10:00～18:30
毎週水曜日
第２火曜日

石油 ㈱大野石油店 東広島給油所
東広島市西条中央
五丁目10-2

082-423-9197

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

石油 ㈱大野石油店
高屋ニュータウン

給油所
東広島市高屋町大字
杵原1345-1

082-434-4411

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）

月～土
7:00～21:00
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

東広島市

石油 ㈱大野石油店
セルフ西条
給油所

東広島市西条町吉行
浜田872-1

 0824-23-3701

①ご本人名義の廃車
（引き取り），抹消登録
無料
②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・土・日・祝
6:00～22:00

なし

その他 ㈱ﾏｴﾀﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 東広島店
東広島市西条朝日町
10-24

082-430-7552
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
回限りとなります。

※（一社）日本住宅ﾘﾌｫｰﾑ産業
協会中国四国支部加盟

9:00～18:00
水・夏期
年末年始

眼鏡 メガネスーパー
ゆめタウン
東広島店

広島県東広島市西条
土与丸1-5-7

ゆめタウン東広島3階

0120-755-890
（出張訪問予約ダ

イヤル）

ご自宅など指定の場所に
伺う
「メガネ・補聴器の出張訪
問サービス」
の出張費用（地域により
5,500円～）が
初回に限り無料。（離島を
除く）

※出張のご依頼は電話
　　またはホームページより
※予約の際「運転経歴証明書」が
　　ある旨お伝えください。
※年齢問わず、ご本人および同居
のご家族様まで可

館に準じます 館に準じます


