
【令和３年　２月　１日現在】

【盛岡交通安全協会】

　盛岡市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 盛岡マツダ商会       019-622-5359
盛岡市上田3丁目10-46

9:00～18:00

日曜日
第2、第4
土曜日
お盆

年末年始

点検時、ウォッシャー液、タイヤの空気圧の点検補充

自動車販売　きくち      　　　019-681-6865
盛岡市黒川20-1-5

9:00～18:00

水曜日
ＧＷ

お盆・正月
車検時、ウォッシャー液サービス、タイヤ空気圧の点検

城北自動車グループ
盛岡市みたけ5丁目18-26

株式会社　城北自動車          019-641-3811 8:30～18:00 年中無休 整備工賃15%割引

　　　　　城北ロードサービス  019-641-3871 0:00～24:00 年中無休 レッカー・ロードサービス15%割引

株式会社　城北レンタカー      019-645-0300 8:30～18:00 年中無休 レンタカー料金10%割引

　　　　　城北運転代行　　　  019-643-8811 0:00～24:00 年中無休 運転代行料金　500円引

株式会社 サカイ引越センター岩手支社
                              0120-56-1141
盛岡市門2-9-1

8:00～19:00

12月30日
～

 1月 3日

引越基本料金（運賃＋人件費）より20%以上割引
ただし、3月15日から4月15日の期間は、割引対象外

有限会社　好摩石油商会 　 　　019-682-0049
盛岡市好摩字夏間木202番地6

7:00～19:00 日曜日 ガソリン、軽油　現金支払いで2円引き

癒しの宿　ロデム              019-689-2266
盛岡市繋字萪内沢83-1

月曜日～土曜日

11:00～20:00
日曜日

16:00～20:00

年中無休 日帰り入浴代金割引（会員証提示で入浴料100円引）

高松亭　　　　　　　　　　　　019-662-6941
盛岡市高松一丁目23-6

12:00～19:00
食事代金1,000円以上の場合、50円引き。
桜祭り期間中のみの営業（概ね4月下旬から5月のGW期間中）

盛岡スターレーン　  　　　　　019-651-8123
盛岡市中野1丁目20-7

10:00～22:00 年中無休 受付時に会員証提示で、本人を含む5名様まで貸靴代無料

イワテブライダルセンター
本　店　　　　　　　  　　　  019-654-5533
盛岡市中央通3丁目3-23

10:00～18:00
祝日を除く

月曜日
5％割引（特別価格の商品との併用不可。会場様のプランとの併用が
出来ない場合があります。）

株式会社 平金商店 パステル館　019-652-2881
盛岡市肴町8-18

10:00～18:30 不定休 税抜き500円のお買い上げ毎に50円のサービス券を進呈

花坂商店                    　019-683-2617
盛岡市渋民字鶴飼3番地3

8:00～19:00 日曜日 粗品進呈

米德米穀店                    019-636-1631
盛岡市仙北1丁目11-27

8:00～19:00 日曜日 LEDライトキーホルダーとBOXテッシュ等を進呈

株式会社 佐々長商店           019-636-0927
盛岡市仙北1丁目14-12

8:30～19:30
第1、第3
日曜日

店内商品10%割引

ドルチェ　マルセイユ          019-636-0243
盛岡市仙北2丁目3-25

9:00～18:00 不定休
2,000円以上お買い上げのお客様に、当店使用の鶏卵（Lサイズ、10
ケ入り）を進呈
ただし、夏期については、サービス品に変更があることもある。

花紀行                        019-635-2766
盛岡市仙北2丁目9-3

9:00～18:00
日曜日
祝祭日

一定額以上現金でお買い上げで、切花用フラワーフードを進呈
（配達を除く。）

井上楽器                      019-681-7080
盛岡市長田町2-25

10:00～18:30
日、月曜日

祝祭日
現金支払いに限り、店頭での会計金額より2%割引
（特価品などの対象外商品を除く。）

エンゼル家電 　　　           019-635-7711
盛岡市本宮2丁目21-20

8:00～19:00
日曜日
祝祭日

販売表示価格より3%割引（各種工事代金を含む。）

岩手県交通安全活動協賛店名簿



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 テーラード・エム     019-624-3698
盛岡市中央通3丁目13-18

10:00～18:00

日曜日
第1土曜日
祝祭日

スーツ又はジャケットお仕立てと同時にネクタイお買い上げの方
に、ネクタイ代を10%割引（ネクタイ単品の割引は不可。）

有限会社　村山畳店            019-641-2509
盛岡市みたけ4丁目7-54

8:00～17:00
日曜日
祝祭日

工事価格より5%割引（畳工事に限る。）

有限会社 盛岡自動車学校       019-647-4135
盛岡市稲荷町3-9

8:40～20:10

1月～3月を
除く祝祭日
GW、お盆
年末年始

入校時、教科書、写真の料金をサービス

岩手自動車学校  　　　        019-624-4055
盛岡市高崩2-5

9:00～19:00
8/14～8/16
12/30～1/3

入校時、2,000円分のクオカードを進呈
（他のサービスとの併用不可）

ＳＴモータースクール南校      019-635-8211
盛岡市津志田27-18

8:45～20:00
土、日曜日
祝祭日は
17:00まで

お盆
年末年始

全車種の教科書、写真の料金をサービス
（他のサービスとの併用不可。）

中央自動車学校　　　　　      019-647-3125
盛岡市西青山2丁目31-11

8:40～20:00
月予定表に
よる

入校時、教科書、写真の料金をサービス

盛岡南ドライビングスクール    019-658-1011
盛岡市本宮字林崎1-1

10:00～20:00 年末年始
大型・中型自動車第一種免許の卒業検定料サービス
（技能審査を除く。）

オートセンター山口            019-647-6075
盛岡市上厨川字横長根52-35

9:00～19:00 月曜日 粗品を進呈

山口輪店 材木町店             019-622-5581
盛岡市材木町3-8

9:00～19:00 日曜日 粗品を進呈

モトスペース ウインディ       019-645-1199
盛岡市前九年1丁目4-58

10:00～19:00 不定休 粗品を進呈

株式会社　クボトラ            019-632-2070
盛岡市津志田21-19-2

9:30～18:30

火曜日
第2、第4
水曜日

粗品を進呈

有限会社　田中ホンダ          019-653-0838
盛岡市長田町4-6

9:00～19:30 不定休 粗品を進呈

有限会社　小原サイクル        019-622-6721
盛岡市本町通1丁目9-29

9:00～19:00 不定休 粗品を進呈

有限会社　サイクルショップ
タニフジ 　　　　　　　　　　 019-641-1950
盛岡市みたけ4丁目24-25

9:30～19:00 火曜日 粗品を進呈

サイクルセンター　山口輪店
緑が丘店　　　　　　　　　    019-662-1250
盛岡市緑が丘3丁目9-3

9:30～20:00 木曜日 粗品を進呈

ＹＯＵ．ＳＨＯＰ．
ホットスタッフ　ヨシダ 　     019-622-8451
盛岡市山岸1丁目4-11

9:00～18:00 日曜日 粗品を進呈

鎌田輪店                      019-646-3634
盛岡市南青山町1-3

9:30～19:00 木曜日 粗品を進呈

有限会社 パール美容院         019-653-5666
盛岡市新田町8-5

8:30～18:00
月曜日

第3火曜日
メンバーズカードポイント2倍

ヘアーサロン　ポプラル        019-641-7021
盛岡市みたけ4丁目24-28

9:00～19:00
月曜日

第3火曜日
ミニボトルのシャンプープレゼント

パンダ理容室                  019-635-3560
盛岡市本宮2丁目15-15

9:00～19:00

月曜日
第1、第3
火曜日

基本料金から500円割引
次回利用できるサービスカード（500円分）を進呈

和漢屋薬局                    019-631-1193
盛岡市仙北2丁目9-1

10:00～19:00
土曜日は
18:00まで

日曜日
祝祭日

初回のみ、商品購入時に12種類ブレンドの「草葉茶（2パック）」
を進呈

有限会社 吉田塗装工業         019-624-4390
盛岡市川目町23-5

8:00～17:00 日曜日 工事代金より7%割引



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

Advance株式会社                019-656-5037
盛岡市本宮字大宮40-1

8:00～19:00 年中無休
各種工事見積り、現場調査時の各種点検無料、各種工事、電気機器
購入時割引（各種工事の種別、電気機器のメーカー等により割引は
変動します。）

　滝沢市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

株式会社　みちのくオート      019-688-5810
滝沢市後268-236

8:15～17:45 年中無休 車検点検・整備工賃10%割引、オイル交換工賃サービス

有限会社　角掛自動車          019-688-2806
滝沢市後268-1020

8:30～17:30 第二日曜日 車検整備代20%割引

有限会社　山忠モータース      019-687-2713
滝沢市大釜外館119-1

8:30～17:30
水曜日
祝祭日

車検・定期点検・一般整備の整備代5%割引

車検のコバック　盛岡北滝沢店  019-687-2255
滝沢市土沢310-15

9:00～18:00
日曜日
祝祭日

車検時、エンジンオイル交換無料

有限会社　大森自動車鈑金塗装工業
　　　　　　　　　　          019-687-2155
滝沢市平蔵沢30

9:00～18:00

日曜日
第二土曜日

祝祭日
工賃5%割引、粗品を進呈

株式会社　ブリヂストンタイヤサービス岩手
ミスタータイヤマン国分店      019-699-3888
滝沢市牧野林1011-8

9:30～18:30 火曜日
工賃5%割引
店内にセルフコーヒー準備

タイヤガーデン盛岡北          019-699-1313
滝沢市牧野林1052-6

10:00～19:00
日曜、祝日は
18:00まで

水曜日 アークスRARAポイント２倍

じゃじゃ麺　風凜              019-687-5255
滝沢市穴口201-15

11:30～15:00
17:00～ﾗｽﾄ

不定休
お食事代から5%割引
宴会は10%割引・3時間飲み放題

拉麺食堂　姫神                019-656-6696
滝沢市土沢216-15

11:00～20:30 木曜日
麺類ご注文の方、チャーシュー1枚又は味玉１個サービス
※営業時間は、スープが無くなり次第終了

ＳＴモータースクール          019-641-8211
滝沢市巣子169-3

8:45～20:00
土、日曜日
祝祭日は
17:00まで

お盆
年末年始

全車種の教科書、写真の料金をサービス
（他のサービスとの併用不可。）

パンダ理容室　滝沢ニュータウン店
                              019-687-4327
滝沢市鵜飼向新田7-174

平日
9:00～19:00
土、日、祝日
8:30～18:00

毎週月曜日
技術料金から10%割引
又はオプションメニュー（顔剃り、マッサージ、耳垢除去等）
から1点サービス

合同会社　ジェーシー          019-656-7588
滝沢市後492-30

9:00～18:00
土、日曜日

祝日
粗品を進呈

　雫石町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

鶯宿温泉の宿　赤い風車        019-695-2311
岩手郡雫石町鴬宿10-75-2

7:00～22:00 年中無休
日帰り入浴代金割引（会員証提示で入浴料100円引）
ただし、ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く

有限会社　桜商事              019-693-2338
岩手郡雫石町西根田茂木58

8:00～17:00 日曜日
一般廃棄物・引越ゴミ等の見積無料（滝沢市、雫石町）
基本作業料金15%割引

【北岩手交通安全協会】

　八幡平市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

耕栄オート                    0195-77-2701
八幡平市上関4-6-5

8:00～17:00
日曜日
祝祭日

エンジンオイル交換１ℓ800円～各ランク作業工賃サービス
（車種等により使用のオイルのランクは異なる。税別、現金支払
い。他の割引との重複やポイントとの併用不可。）
車検、定期点検時ウィンドウォッシャー液サービス

田村車輌整備                  0195-74-4141
八幡平市平舘13-66

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

エンジンオイル交換１ℓ1,000円～各ランク作業工賃サービス
（車種等により使用のオイルのランクは異なる。税別、現金支払
い。他の割引との重複やポイントとの併用不可。）
車検、定期点検時ウィンドウォッシャー液サービス



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

民宿 たちばな                 0195-72-5221
八幡平市星沢74-5

6:00～22:00 年中無休

宿泊料1泊2食付きを500円引き。（税込6,500円を6,000円）
会員及び同行者２名まで
ただし、現金支払い、他の割引との重複やポイントとの併用不可。
要予約（当日受付は対象外）

温泉民宿 アルプ八幡平         0195-78-2765
八幡平市松尾寄木1-590-303

7:00～21:00 不定休

宿泊料金5%割引（1泊2食付宿泊料7,500円を7,125円）
会員及び同行者２名まで
ただし、現金支払い、他の割引との重複やポイントとの併用不可。
要予約（当日受付は対象外）

温泉＆グルメ パレット         0195-78-2866
八幡平市松尾寄木1-590-333

年中無休

通常料金（平日、1泊2食付き、サービス料込、税別）8,700円より5%
割引。会員及び同行者2名まで
ただし、現金支払い、他の割引との重複やポイントとの併用不可。
要予約（当日受付は対象外）

八幡平サーキット
サンマリノグランプリ　　      0195-78-4646
八幡平市松尾寄木5-2-8

9:00～17:00
不定休

冬季休業

レンタルカート使用料の通常料金（1台、5周）5%割引（税込2,100円
を1,995円）。会員及び同行者2名まで
ただし、現金支払い、他の割引との重複やポイントとの併用不可。
要予約（当日受付は対象外）

　岩手町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

一方井自動車整備工場          0195-62-4026
岩手郡岩手町大字一方井12-82

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

エンジンオイル交換１ℓ800円～各ランク作業工賃サービス
（車種等により使用のオイルのランクは異なる。税別、現金支払
い。他の割引との重複やポイントとの併用不可。）
車検、定期点検時ウィンドウォッシャー液サービス

川口自動車整備工場            0195-65-2334
岩手郡岩手町川口18-9-4

8:30～17:30

日曜日
祝祭日
お盆

年末年始

エンジンオイル交換１ℓ800円～各ランク作業工賃サービス
（車種等により使用のオイルのランクは異なる。税別、現金支払
い。他の割引との重複やポイントとの併用不可。）
車検、定期点検時ウィンドウォッシャー液サービス

　葛巻町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 竹花モータース       0195-66-3437
岩手郡葛巻町葛巻5-178-34

9:00～17:00
日曜日
祝祭日

エンジンオイル交換１ℓ800円～各ランク作業工賃サービス
（車種等により使用のオイルのランクは異なる。税別、現金支払
い。他の割引との重複やポイントとの併用不可。）
　車検・定期点検時、ウィンドウォッシャー液サービス

村木自動車整備工場            0195-66-2828
岩手郡葛巻町葛巻12-21-3

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

エンジンオイル交換１ℓ1,000円～各ランク作業工賃サービス
（車種等により使用のオイルのランクは異なる。税別、現金支払
い。他の割引との重複やポイントとの併用不可。）
車検、定期点検時ウィンドウォッシャー液サービス

【紫波交通安全協会】

　紫波町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 深澤自動車           019-672-2806
紫波郡紫波町北日詰字下東ノ坊22

8:15～17:00 工賃10%割引（鈑金を除く）

ラ・フランス温泉館            019-673-8555
紫波郡紫波町小屋敷字新在家90

10:00～21:00

第3水曜日
祝祭日の

翌日
入浴料700円のところ570円（同行者5名まで）

ショッピングセンターＮＡＣＳ
紫波郡紫波町桜町1丁目12-1

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  サンウッド                  019-672-1835
9:00～18:00 1月1日 1,000円以上のお食事、ホットコーヒー1杯サービス

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  ヘルシーランド ゆう太       019-672-1837
9:00～18:00

第2火曜日
1月1日

1,000円以上のお食事、50円引き

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  キッズランド                019-672-1818
10:00～19:00

水曜日
1月1日

メダル貸出し枚数、1日1回に限り倍増サービス
ただし、メダル貸出し倍増期間中を除く。

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  エプロンハウス あきこ       019-672-1841
9:00～20:00 1月1日 1品で税込1,000円以上の商品をお買い上げ時、5%割引

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  米工房かとう                019-672-1824
9:00～20:00 1月1日 おこわ（中パック）を３パックまで半額



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  タムラスポーツ              019-672-2220
9:00～20:00 1月1日

お買上げ金額の5%割引
ただし、学販品、割引品を除く。

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  本と文具のすがわら          019-672-1842
9:00～20:00 1月1日

文房具、事務用品を1,000円以上お買物時、 5%割引
文房具、事務用品を2,000円以上お買物時、10%割引

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  銘産品コーナー              019-672-1814
9:00～20:00 1月1日

1,000円以上お買い物時、3%割引
ただし、たばこ、入浴券、商品券、特価品を除く。

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  ﾒｶﾞﾈのおくやま 紫波ﾅｯｸｽ店   019-672-1862
9:00～20:00 1月1日 お買い上げ金額の5%割引（割引商品も対象。）

ショッピングセンターＮＡＣＳ内

  リカバリー　NACS店          019-681-0975
10:00～19:00

火、水曜日
1月1日

税込40,000円以上の中古パソコンお買上げ時、1,000円引き

株式会社 紫波フルーツパーク   019-676-5301
紫波郡紫波町遠山字松原1-11

9:00～17:00 12/31～1/2 ワイン5%割引

　矢巾町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

ショッピングモールアルコ内
特産品の店 ネマーレ           019-697-1155
紫波郡矢巾町南矢幅7-425-3

10:00～20:00
ショッピングセ
ンターアルコ

の定休日
指定特産品5%割引

オートショップ高橋            019-697-2031
紫波郡矢巾町又兵エ新田5-321

9:00～19:00 日曜日
パンク修理代から100円引き
バイク、自転車の工賃から1割引

【花巻地区交通安全協会】

　花巻市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

木村モータース                0198-29-2008
花巻市轟木10-158

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

1/1～1/3
車検・定期点検・一般整備の5%割引

中沢商会                      0198-22-3461
花巻市不動町2丁目5-5

9:30～18:00
日曜日

1/1～1/3
一般整備、オイル･タイヤ交換の工賃10%割引

有限会社 菅原自動車整備工場   0198-23-5808
花巻市南万丁目1180-2

9:00～18:00 日曜日 車検・定期点検、一般整備の工賃10%割引

株式会社　宮澤商店
上町給油所　　　　　　　　　　0198-23-4615
花巻市上町8-22

7:00～19:00 1/1～1/3 会員価格

株式会社 カメラの藤田屋       0198-23-4416
花巻市上町3-11

9:00～18:00 日曜日 各種記念写真10%割引、店内物品5%割引

株式会社　花巻オート          0198-24-7356
花巻市桜町1丁目29-1

10:00～19:00

日曜日
祝祭日
ﾚｰｽ・

ｲﾍﾞﾝﾄ時

粗品を進呈

　花巻市東和町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

東和温泉                      0198-42-4311
花巻市東和町安俵6区135

10:00～21:00

第1水曜日
1月、5月は
第2水曜日

日帰り入浴料50円引き

有限会社 ヒラエン             0198-42-4326
花巻市東和町土沢5区407

8:30～18:30 年中無休 粗品を進呈

菊昌輪業                      0198-42-3528
花巻市東和町土沢6区3

9:00～18:00 火曜日 バイク（原付から大型二輪）、自転車修理費5%割引



【北上地方交通安全協会】

　北上市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 テクノオート北上     0197-67-0366
北上市相去町西裏1-39

9:00～17:00
日曜日
祝祭日

自動車整備の作業工賃5%割引

有限会社 大和自動車整備工場   0197-72-7800
北上市北鬼柳19-120-2

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

粗品を進呈

北上自動車　株式会社          0197-63-4161
北上市堤ケ丘一丁目8-33

8:30～17:00
日曜日
祝祭日

車検点検時、エンジンオイルサービス

株式会社 ツールボックス       0197-71-1655
北上市村崎野22-161-1

10:00～19:00

日曜日
GW

年末年始
車検・点検の点検料、トラブル修理作業料5%割引

有限会社
和賀中央サービスセンター 　   0197-73-7171
北上市和賀町岩崎28-5

8:30～17:30
GW、お盆
年末年始

車検整備、12ヶ月点検の工賃15%割引（他の割引との併用不可。）

有限会社 髙橋自動車電装       0197-72-2377
北上市和賀町横川目11-153-1

8:30～18:00
日曜日
祝祭日

車検整備、定期点検時の工賃5%割引（他の割引との併用不可。）

金清堂菓子舗　                0197-72-2447
北上市和賀町横川目12-47-1

7:00～19:00 日曜日 1,000円以上お買い上げのお客様に、栗まんじゅう1個サービス

さとう陶工房                  0197-67-3285
北上市相去町小門岡17-3

9:00～16:00

月曜日
お盆

年末年始
粗品を進呈

総合印刷 江釣子印刷           0197-77-4273
北上市上江釣子3-25

8:15～18:00
日曜日
祝祭日

5,000円以上売り上げの方に、当社、社名TEL入り特製ボールペンを
進呈

　西和賀町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 佐藤自動車           0197-82-2311
和賀郡西和賀町大沓36-54-2

8:30～17:30 年中無休 車検整備代金5%割引（現金支払い）

【水沢地方交通安全協会】

　奥州市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 松平自動車工業       0197-46-3003
奥州市胆沢若柳字大町5番地の2

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

車検、定期点検の工賃5%割引（カード払い不可）

有限会社 三浦自動車整備工場   0197-56-5410
奥州市前沢字七日町裏120-1

8:30～17:00
木曜日
祝祭日

車検・点検の方にトイレットペーパー（12ロール）進呈
さらにウィンドウォッシャー液、バッテリー液の補充をサービス

水沢翠明荘                    0197-25-3311
奥州市水沢大手町5丁目33

7:00～22:00 年中無休
施設利用者（宿泊、入浴、食事）の方にコーヒー又はオレンジ
ジュースをサービス

水沢自動車学校                0197-25-5158
奥州市水沢大鐘町3丁目1

9:00～17:30 不定休 適性検査料、写真の料金をサービス（他の割引との併用不可。）

【江刺地区交通安全協会】

　奥州市江刺

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社　キクセイ自動車工業  0197-36-3169
奥州市江刺玉里字新田前488-2

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

第2、第4
土曜日

オイル交換の工賃無料
車検入庫後の1年点検は、定価の半額

白金運輸株式会社　　　　　　　0197-35-0111
奥州市江刺稲瀬字沼舘69

8:30～17:20 年中無休 引越等のお客様に粗品を進呈



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

(株)アスクラフト　江刺ふるさと市場SS
　　　　　　　　　　　　　　　0197-35-0320
奥州市江刺愛宕字金谷72-4

6:00～22:00 年中無休 給油時に、ドライブスルー洗車（撥水コース）無料

株式会社 Ｅ－ポート

3月～11月
8:00～18:30
12月～2月
8:00～18:00
祝日（年間）
8:30～17:30

日曜日
1月1日

フルサービス
ガソリン･軽油1ℓ当たり2円引き（他の割引との併用不可。）

7:00～21:00 1月1日
セルフサービス
ガソリン･軽油1ℓ当たり2円引き（他の割引との併用不可。）

Ｅ－ポート　岩谷堂ＳＳ        0197-35-2590
奥州市江刺西大通り11-6

7:30～19:30
季節、日・祝
日の営業時間
は変動

第1日曜日
1月1日

フルサービス
ガソリン･軽油1ℓ当たり2円引き（他の割引との併用不可。）

Ｅ－ポート　藤里ＳＳ          0197-39-2412
奥州市江刺藤里字向畑78

7:30～18:30
祝日のみ

8:30～17:30

日曜日
1月1日

フルサービス
ガソリン･軽油1ℓ当たり2円引き（他の割引との併用不可。）

エネジェット江刺              0197-35-6616
奥州市江刺豊田町2丁目1-8

6:00～22:00 年中無休
スタッフ給油
ガソリン･軽油1ℓ当たり2円引き

くいもんや　くら丸　　　　　　0197-35-6120
奥州市江刺西大通り7-10

11:00～15:00 不定休 奥州えさし名物「あんかけうどん」を50円引き

ホテルニュー江刺              0197-35-6101
奥州市江刺南大通り4-1

0:00～24:00 12月31日 本館アザリア　ディナータイム　グランドメニュー10%割引

新星興産株式会社　            0197-35-2657
奥州市江刺岩谷堂字五道ケ辻8-1

8:30～17:20 年中無休
資源（ダンボールや空き缶、空き瓶等）を提供された方に粗品を進
呈

【一関地区交通安全協会】

　一関市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

一関自動車工業有限会社　      0191-23-3551
一関市中央町1丁目10-17

8:30～19:30
土、日は
17:30

GW、お盆
正月

車検・定期点検、工賃10%割引（現金支払い）

有限会社 イワイ自動車工業     0191-24-4266
一関市萩荘字下モ下釜33-1

8:30～17:00
土曜日は
16:00

日曜日
祝祭日

車検・定期点検・一般整備等の工賃10%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

Ｃａｒ ＷＩＮＧ Ｊａｐａｎ

（カーウイングジャパン）　　　0191-82-5555
一関市花泉町金沢字寺沖70

9:00～17:30
中里店のみ
毎週水曜日

車検整備工賃10%、板金塗装・一般整備工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可。）

旭自動車工業株式会社　        0191-23-4583
一関市南町4-9

9:00～18:30 火曜日
車検・点検時の基本作業料15%割引
車検時、オイル交換無料
（他のキャンペーンとの併用不可）

ホテルサンルート一関          0191-26-4311
一関市上大槻街2-37

宿泊料金500円引

山王山温泉 瑞泉郷             0191-39-2031
一関市厳美町字下り松65-2

0:00～24:00

宿泊料金3%割引
ただし、現金支払い（クレジットカード不可）
　　　　直接電話予約のみ（インターネット等予約不可）

ベリーノホテル一関            0191-23-1000
一関市山目字三反田179

宿泊料金500円引

有限会社 古戦場商事           0191-25-2500
一関市赤荻字堺78-2

10:00～21:30 年中無休 入浴料100円引き

厳美渓温泉 いつくし園         0191-29-2101
一関市厳美町字南滝ノ上15

11:00～16:00 日帰り温泉入浴料100円引き（通常600円のところ500円）

Ｅ－ポート　玉里ＳＳ          0197-36-2124
奥州市江刺玉里字新田前85-2



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

お食事処　やまじん　　  　　　0191-23-2261
一関市中里字沢田359-159

11:00～15:00
(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ
14:30)

金・土曜日
のみ

17:00～20:00
(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ
19:30)

日曜日
お食事された方、ドリンク無料
ただし、会員本人に限る。

株式会社　カンノ花店          0191-23-4308
一関市青葉2丁目1-15

9:00～18:00 全商品の税込価格から10%割引

有限会社 天童事務器           0191-23-8435
一関市幸町5-1

8:30～19:00
土、祝日は
17:30まで

日曜日
菜の花カードポイント2倍
（一部の商品、菜の花カードポイントセールの場合は適用不可）

コンカツ印刷有限会社　        0191-48-5963
一関市中央町一丁目7-16

8:20～17:30

日曜日
祝祭日

第2土曜日
名刺、はがき等の印刷5%割引

大槻印刷                      0191-25-2271
一関市山目字泥田47-3

8:30～16:00
土、日曜日

祝祭日
名刺、ハガキ印刷5%割引

吉川モータース                0191-23-5409
一関市広街2-6

9:00～18:30 日曜日 粗品を進呈

　平泉町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

奥州平泉温泉 そば庵しづか亭   0191-34-2211
西磐井郡平泉町平泉字長倉10-5

0:00～24:00 年中無休 昼食、宿泊代金5%割引

平泉ドライビングスクール      0191-46-2134
西磐井郡平泉町平泉字宿21-3

9:00～20:10
土・日曜日、
祝祭日は、
17:00まで

GW
年末年始

全車種の入学金5,000円引（他のキャンペーンとの併用不可）

【東磐井地区交通安全協会】

　一関市川崎町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

株式会社　オート芭蕉          0191-48-3315
一関市川崎町薄衣字法道地48-1

9:00～18:00 年中無休 粗品を進呈

Ｅｎｅｊｅｔ　薄衣バイパス店   0191-43-4185
一関市川崎町薄衣字法道地21-17

6:00～24:00 年中無休
会員証を提示してEnekey、nanaco、現金で1,000円以上給油すると、
次回使える割引券（2円１/ℓ）進呈。（有効期限１カ月）

　一関市千厩町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 梅森自動車整備工場   0191-52-3132
一関市千厩町千厩字下駒場181-1

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

第1、第3
土曜日

車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

有限会社 千厩自動車整備工場   0191-52-3149
一関市千厩町千厩字舘山7

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

第1土曜日

車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

有限会社　東磐自動車整備工場  0191-52-2098
一関市千厩町千厩字舘山17-3

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

車検、定期点検、一般整備の工賃5%割引
（現金支払いのみ）

有限会社 スズキオート千厩     0191-53-2382
一関市千厩町千厩字摩王100-1

9:00～17:30
日曜日
祝祭日

車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

千厩ホンダ                    0191-53-2080
一関市千厩町千厩字構井田83-1

9:00～18:00
日曜日
祝祭日

車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

株式会社 ホテル三嶋の湯       0191-51-3880
一関市千厩町千厩字駒の沢234

10:00～20:00 年中無休 入浴料100円引き

ＦＯＯＤＳ ＤＲＩＮＫＳ

ＣｌａｄｅＳ   　　　　　      0191-52-5780
一関市千厩町千厩字石堂3-4

11:30～14:30
18:00～21:00

日曜日
祝祭日

飲食代5%割引



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

カンリョウ資材館              0191-53-2330
一関市千厩町千厩字下駒場290-1

8:00～18:00 日曜日 1,000円以上の買い物時、粗品を進呈

スタジオ・セン                0191-52-5963
一関市千厩町千厩字下駒場302-12

8:45～18:00 日曜日 証明写真5%引き

株式会社 千厩自動車学校       0191-52-2118
一関市千厩町千厩字中木六30

9:30～17:30
水曜日

第4日曜日
免許取得時（入校時）、写真料金サービス

　一関市大東町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

株式会社
ＡＵＴＯ ＣＯＬＯＲＳ           0191-71-2020
一関市大東町大原字町裏76

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

株式会社 ヤハタ自動車販売     0191-75-3411
一関市大東町摺沢字羽山前96-1

8:40～17:20 水曜日
車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

理容　オイカワ                0191-75-3131
一関市大東町摺沢字但馬崎12-10

8:00～18:30
月曜日

第3日曜日
粗品を進呈

　一関市東山町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 長坂ホンダ           0191-47-2132
一関市東山町長坂字町210

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

　一関市藤沢町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

伊勢田自動車工業              0191-63-5107
一関市藤沢町新沼字石合57-1

9:00～18:00 年中無休
車検・定期点検、一般整備等の工賃5%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

藤沢モータース                0191-63-2155
一関市藤沢町藤沢字町裏1-11

9:00～18:00
日曜日
祝祭日

粗品を進呈

　一関市室根町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 只野自動車           0191-64-2023
一関市室根町折壁字愛宕下79-9

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

第3土曜日
整備工賃5%割引

【気仙地区交通安全協会】

　大船渡市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

光自動車整備工場              0192-27-8822
大船渡市猪川町字久名畑21-7

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

車検、定期点検時、ウォッシャー液サービス

碁石海岸インター給油所        0192-47-3958
大船渡市大船渡町字鷹頭16-8

7:00～19:00
日、祝日は
7:30～18:00

第1、第3
日曜日

会員価格

水野石油株式会社
盛バイパス給油所              0192-27-7161
大船渡市盛町字木町6-19

7:00～20:00
日曜日は

7:00～18:00
祝日は

7:00～19:00

1月1日 会員価格

遊・ＹＯＵ・亭 夏虫「夏虫のお湯っこ」
                              0192-44-3711
大船渡市三陸町越喜来字小出59-1

10:00～21:00
第1、第3
水曜日

日帰り入浴料100円引き（通常400円のところ300円）

しゃくなげの湯っこ　五葉温泉  0192-22-5400
大船渡市日頃市町字赤坂西風山1-5

10:00～21:00
正月

第2火曜日
入浴料100円引き（大人700円、小学生350円をそれぞれ100円引き）



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

時計・宝石 タカギ             0192-27-5183
大船渡市盛町字町10-11

9:00～19:00 不定休 全商品10％割引（一部商品を除く。）

まっさきの花屋さかきだ        0192-29-2693
大船渡市末崎町字中野48-3

10:00～18:00 日曜日 現金ポイント2倍サービス

株式会社 大船渡自動車学校     0192-27-6933
大船渡市立根町字田谷10

9:00～17:00 不定休 反射材サービス

クドウサイクル                0192-26-2296
大船渡市大船渡町字野々田12-34

9:30～18:00 不定休 自転車買い上げ時、店頭価格より7%割引

なかじま総合療術院　　　　    0192-47-5563
大船渡市大船渡町字新田38-1

9:30～20:00
第2、第4
日曜日

全施術　20%OFF
一　般　　　　　　　3,500円　→　2,800円
シニア（60才以上）　3,000円　→　2,400円
学　生　　　　　　　2,500円　→　2,000円

エムエルプランニング         080-3196-5775
大船渡市盛町字津野沢6-14

9:00～18:00 毎週水曜日
パソコン、インターネット、スマートフォン、タブレット診断時の
「環境・トラブル診断料金\550」を無料

　陸前高田市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

玉乃湯                        0192-55-6866
陸前高田市竹駒町字上壺104-8

10:00～20:00
最終入館
19:30

日帰り入浴
は、

毎週火曜日
日帰り入浴料100円引き（通常600円のところ500円）

陸前高田ドライビングスクール  0192-55-3990
陸前高田市竹駒町字相川74-1

9:00～20:10 年中無休
入学金2,000円割引
ただし、キャンペーン期間中を除く。

川の駅産地直売組合 よこた     0192-59-2365
陸前高田市横田町字砂子田169

冬期
9:00～17:00

夏期
9:00～18:00

12月30日
（13:00）

～
1月4日

2,000円以上お買い上げの方に粗品を進呈

【遠野市交通安全協会】

　遠野市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

株式会社 カークリニック       0198-62-1455
遠野市青笹町青笹4-105-3

8:30～17:00

日曜日
祝祭日

第2土曜日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

株式会社 アイアン車体         0198-63-1205
遠野市青笹町糠前5-35-1

9:00～17:00

日曜日
祝祭日
お盆

年末年始

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

誠モータース                  0198-62-1300
遠野市綾織町新里12-35-1

8:30～17:30 日曜日
日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 小井口自動車工業     0198-62-3154
遠野市鶯崎町1-10

8:30～18:30 年中無休
車検・点検・整備料金お支払い時、すずらんポイントをプレゼント
また、レンタカー料金5%割引

小友自動車整備工場            0198-68-2424
遠野市小友町13-198-2

8:00～17:00
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

株式会社 さかきばらオート     0198-62-3558
遠野市上組町12-46

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

第1土曜日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 北星自動車工業       0198-65-2874
遠野市上郷町板沢15-4-5

8:30～18:00
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

株式会社
オールライトエンジニア        0198-68-3123
遠野市下組町7-29

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 東北自動車工業       0198-62-7321
遠野市土淵町土淵16-36

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 共栄自工・精工       0198-62-4430
遠野市東上組町9-20

8:30～17:30

祝祭日
第2、第4
土曜日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 翼モーター           0198-62-0083
遠野市松崎町白岩8-4-25

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 遠野カーセンター     0198-62-7869
遠野市松崎町白岩18-35-22

8:30～17:30 日曜日
日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 駒形モータース       0198-62-6611
遠野市松崎町白岩19-60-1

8:30～18:30 水曜日
日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 遠野自動車整備工場   0198-62-3472
遠野市松崎町白岩20-33-3

8:30～17:30
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

有限会社 遠野車輌工業         0198-62-4000
遠野市松崎町白岩字地森40-2

8:00～17:00
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

ホテルきくゆう                0198-62-2251
遠野市新穀町4-25

年末年始 粗品を進呈

遠野ドライビングスクール      0198-63-2080
遠野市青笹町糠前37-29-7

9:00～20:00 年中無休
全車種免許取得時の入学金2,000円引き
ただし、キャンペーン期間中を除く。

道の駅 遠野風の丘             0198-62-0888
遠野市綾織町新里8-2-1

4/1～10/15
8:00～17:00
10/16～3/31
8:30～17:30

年中無休
1,000円以上お買い上げの方に、インフォメーションカウンターで
粗品を進呈

あやおり産直組合              0198-62-1560
遠野市綾織町新里19-7-2

9:00～16:00

食事処「結
和」は、

毎週水曜日

産直にてお買い上げ時、粗品を進呈
また、食事処で食事された方にコーヒーサービス（1会員5杯まで）

　遠野市宮守町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

ＣＱカードック                0198-67-3153
遠野市宮守町下宮守26-114-20

8:30～17:30 祝祭日
日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

鱒沢自工                      0198-67-2215
遠野市宮守町下宮守29-85-3

9:00～17:00
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

澤田モータース                0198-67-3034
遠野市宮守町下宮守30-42-1

8:30～18:00 日曜日
日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

Ｋ２モータース                0198-67-6610
遠野市宮守町達曽部16-9-3

8:30～17:00
日曜日
祝祭日

日常点検無料
（冷却水、ウォッシャー液、エンジンオイル、灯火装置、
　ワイパー、タイヤ空気圧の点検、etc）

レストラン 銀河亭             0198-67-2239
遠野市宮守町下宮守30-37-5

11:00～16:00 年中無休 飲食時、コーヒー1杯サービス

ファミリーマート
宮守インター店 　　　　　     0198-69-7925
遠野市宮守町下鱒沢33-81-7

0:00～24:00 年中無休
毎月1日（1/1、2/1・・・12/1）、会員証提示でコーヒーSサイズ
一杯プレゼント
（ホット・コールドどちらでも可。ただし、当日1回限り。）

【釜石地区交通安全協会】

　釜石市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

ロータス倉本　片岸店          0193-55-6170
釜石市片岸町4-100

9:00～17:30

木曜日
月1度

不定期休
当店のポイントカード２倍

日東自動車工業株式会社 　     0193-23-0671
釜石市両石町4-18-7

8:30～17:00

祝祭日
GW、お盆
年末年始

車検（ホリデー車検を除く）、定期点検、一般整備等の工賃10%割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）
診断器によるA/T（ｵｰﾄﾏﾁｯｸ ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ）オイル診断料無料



店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

エプロンハウスＨＯＴ          0193-22-3433
釜石市大町1丁目2-10  タウンポート大町2-C

10:00～16:00 水曜日 当店のポイントカード2倍

アトリエ金と銀                0193-22-4197
釜石市大町1丁目2-10  タウンポート大町2F

11:00～18:30
土・日曜日、
祝祭日は
15:00まで

金曜日 当店のポイントカード2倍

三陸自動車学校                0193-23-6156
釜石市桜木町1丁目4-1

9:30～18:30 月曜日 入学金2,000円割引

合澤薬店　                    0193-26-5129
釜石市平田3-24-2

9:00～19:00 日曜日 当店のポイントカード２倍

【宮古地区交通安全協会】

　宮古市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

有限会社 スカイオート         0193-69-2820
宮古市田鎖9-2-1

9:00～17:00
お盆

年末年始
車検時、ウォッシャー液進呈
（現金支払い、他の割引との併用不可。）

紅梅食堂                      0193-62-2017
宮古市大通1丁目3-6

10:30～18:00 木曜日 飲食代1,000円以上の場合、3%割引

田中菓子舗                    0193-65-8707
宮古市田老一丁目13-6

9:30～18:00 不定休 「たろちゃんカード」ポイント2倍

津田時計写真店                0193-65-7114
宮古市田老一丁目8-3

8:30～18:30 日曜日
証明写真、「たろちゃんカード」ポイント3倍
ただし、会員本人に限る。

宮古ドライビングスクール      0193-69-2131
宮古市田鎖12-25

8:30～20:00

火曜日
8/14～8/16
年末年始

免許取得のため教習申込みの会員に、クオカード（2,000円）を進呈

舘下輪店                      0193-67-2335
宮古市津軽石5-101-1

8:00～19:00 日曜日 自転車販売価格より5%割引

のぞみ調剤薬局                0193-65-7330
宮古市西町1丁目7-32

9:00～18:00
日曜日
祝祭日

処方箋調剤以外、2,000円以上（消費税は除く）の場合、5%割引
（割引の上限10,000円）

岩手県自家用自動車協会宮古支部    0193-62-2735
宮古市小山田四丁目5-46

9:00～17:00

土、日曜日
祝祭日
お盆

年末年始

自動車の抹消手続き、名義変更等登録取次手数料10%割引
ただし、会員本人の申請・車両に限る。

伊手屋電機有限会社　　        0193-63-3351
宮古市藤原2丁目9-7

8:30～17:30
土曜日

8:30～17:00

日曜日
祝祭日

第2、第4
土曜日

工事代金10,000円以上（消費税は除く）の場合、5%割引
（割引の上限10,000円）

株式会社　鈴喜建設            0193-63-1083
宮古市松山7-13-4

8:00～17:00

日曜日
第2、第4
土曜日

工事代金10,000円以上（消費税は除く）の場合、5%割引
（割引の上限25,000円）

有限会社　池田水道            0193-62-7016
宮古市八木沢7-56-1

8:30～17:30

土、日曜日
祝祭日

GW、お盆
正月

工事代金10,000円以上（消費税は除く）の場合、5%割引
（割引の上限10,000円）

　山田町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

嶋田鉱泉株式会社 　           0193-86-2355
下閉伊郡山田町豊間根4-72-1

8:30～21:00
1/3～1/4

8/14～8/16
入浴回数券購入の際、通常のｻｰﾋﾞｽに加え１組につき100円割引



【下北地区交通安全協会】

　岩泉町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

東洋自動車修理工場有限会社    0194-22-3201
下閉伊郡岩泉町岩泉字森の越4-8

8:00～17:00
日曜日
祝祭日

修理見積もり、タイヤ空気圧の調整無料

関真モータース                0194-25-5582
下閉伊郡岩泉町袰綿字稲荷42-7

8:30～17:30 日曜日 オイル交換5%割引

泉金商事株式会社
岩泉バイパスＳＳ              0194-22-3220
下閉伊郡岩泉町岩泉字村木18-1

7:00～19:00 元旦
コーヒーをサービス
タイヤ空気圧を調整

ホテル龍泉洞愛山              0194-22-4111
下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋1-2

年中無休
会員本人の宿泊料金5%割引
ただし、他の優待特典との併用不可

有限会社　岩泉マッカラー商会  0194-22-2866
下閉伊郡岩泉町岩泉字太田10-5

9:00～18:00
日曜日
祝祭日

商品購入金額から5%割引

上あめや                      0194-22-2219
下閉伊郡岩泉町岩泉字太田40

9:00～19:00 正月 現金で1,000円以上お買上の方5%割引

カネマタ乳販売店              0194-22-3203
下閉伊郡岩泉町岩泉字村木18

8:30～17:00 年中無休 粗品を進呈

横屋　手しごとや              0194-22-3233
下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74

8:00～18:00 月曜日
休憩所として利用可能
岩泉町ポストカードを進呈

佐々木酒店                    0194-22-2517
下閉伊郡岩泉町岩泉字森の越4-12

9:00～20:00 不定休 粗品を進呈

前川林産                      0194-25-4820
下閉伊郡岩泉町釜津田字権現28

10:00～20:00 木曜日 取扱商品3%～5%割引

理容　ダンヒル                0194-22-2927
下閉伊郡岩泉町岩泉字中家30-24

8:30～18:00 月曜日 コーヒーをサービス

株式会社　清水川クリーニング  0194-22-2230
下閉伊郡岩泉町岩泉字村木48-1

8:00～19:00 日曜日 冊子「家庭でおきる衣服トラブル対応」を進呈

公文　岩泉教室                0194-22-2562
下閉伊郡岩泉町岩泉字太田36

13:00～20:00 土、日曜日 受講者（生徒）に教材粗品、交通安全反射材を進呈

【久慈地区交通安全協会】

　久慈市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

平庭山荘                      0194-72-2700
久慈市山形町来内20-13-1

11:00～20:00 年中無休
”しらかばの湯”入浴料割引
（通常大人入浴料520円のところ400円）

新山根温泉 べっぴんの湯       0194-57-2222
久慈市山根町下戸鎖4-5-1

7:00～21:00 年中無休
日帰り入浴料50円引き
ただし、会員本人、春・秋の全国交通安全運動期間中に限る。
（令和元年10月1日から源泉量減少のため休業中）

久慈自動車学校                0194-55-2221
久慈市大川目町2-9-4

8:30～20:20 年中無休 入校時、写真代（1,760円）、適性検査代（2,200円）をサービス

みのるモーターサイクル        0194-53-4796
久慈市荒町3-14-8

8:30～18:30 日曜日 自転車の点検料、無料

　洋野町

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

おおの健康の湯                0194-77-2266
九戸郡洋野町大野58-12-30

10:00～22:00
11月～4月は
21:00まで

12月31日 入浴料50円引き（410円が360円）

アグリパークおおさわ          0194-66-2662
九戸郡洋野町種市69-16-1

9:00～21:00 年中無休
日帰り入浴料50円引き
ただし、会員本人、春と秋の全国交通安全運動期間中に限る。



　野田村

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

国民宿舎 えぼし荘             0194-78-2225
九戸郡野田村大字玉川2-62-28

12:00～21:00
毎週水曜日は
16:00～21:00

日帰り入浴料50円引き
ただし、会員本人、春と秋の全国交通安全運動期間中に限る。

　普代村

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

国民宿舎 くろさき荘           0194-35-2611
下閉伊郡普代村2-84-4

年中無休 会員本人の宿泊料金500円引き

【二戸地区交通安全協会】

　二戸市

店　舗　・　施　設　等 営業時間 休業日 特　　典　　内　　容

玉川自動車整備工場            0195-27-2737
二戸市金田一字駒焼場35-7

8:30～17:30

日曜日
祝祭日

第2土曜日
修理・点検等支払時ウォッシャー液をサービス

田村自動車整備工場            0195-23-3862
二戸市仁左平字横手48-1

8:30～17:30 日曜日 オイル交換時、オイル代金10%割引

二戸ガス　株式会社　二戸ＳＳ  0195-25-5550
二戸市米沢字下村131-1

7:00～21:00 年中無休
ガソリン･軽油、店頭価格より2円/ℓ引き
（現金支払い、他の割引との併用不可。）

旅館 仙養舘                   0195-27-2231
二戸市金田一字大沼24

9:00～21:00 年中無休 宿泊の場合、貸切風呂をサービス、日帰り入浴100円引き

二戸パークホテル レストラン   0195-23-5151
二戸市福岡字八幡下69-1

11:00～18:30
貸切の場合

休業
1,500円（税別）以上の食事をされた方に、コーヒー1杯（通常価格
350円）をサービス

ベスト電器 二戸ガス店
ニコア店内 　　　　　　　　   0195-25-5454
二戸市米沢字荒谷25

10:00～20:00 年中無休
全商品、購入額6,000円以上で購入額の5%相当額のお買い物値引き券
を進呈

有限会社　岩手県北自動車学校  0195-23-2105
二戸市堀野字大川原毛110-1

9:30～19:20 日曜日 全車種免許取得時の入学金5%割引

にのへ駅前市場                0195-26-9800
二戸市石切所字森合28-9

9:00～18:00
1月1日
1月2日

2,000円以上の買い物で100円券プレゼント

ファミリードラッグ
たきじゅう 　　　　　　       0195-27-2666
二戸市金田一字八ツ長125-1

9:30～19:00
日曜日
1月1日

かぼちゃくらぶ会員カードポイント2倍

有限会社 つばめクリーニング
堀野店  　　　　　　　　　　　0195ｰ23-2566
二戸市堀野字下夕川原9-1

8:30～20:00
日曜日は
18:00まで

GW,お盆
年末年始

クリーニングスタンプ2倍（他のサービスとの併用不可。）

有限会社 つばめクリーニング
ニコア店 　　　　　　　　　　 0195-23-1210
二戸市米沢字荒谷25

10:00～20:00
1月1日

(ニコア休業
日による)

クリーニングスタンプ2倍（他のサービスとの併用不可。）


