運転免許証自主返納サポート制度協賛店一覧
令和4年1月現在
種 類

協 賛 店
赤石屋（本町）
くいどころバー 北菜（緑町）
串焼 粂八（本町）

住所
本町2-8
緑町15-19 1F
本町17-7

電 話
25-1127
21-8881
21-9998

サービスの内容
伊勢崎銘菓「まゆ姿」一口最中を２個プレゼント
食事をした人に一品料理サービス
食事をした人に一品料理サービス

島田もんじやき店（曲輪町）

曲輪町30-2

25-3939

食事代金から２０円引き

ジョイマハール（連取本町）

連取本町2-1

(株)セレブ助平屋波志江店（波志江町） 波志江町378

26-5556
22-0039

食事をした人にデザートサービス
６００円以上お買い上げの方にまんじゅう２個プレゼント

中澤カフェ（境）

74-0668

ケーキセットを注文した人に粗品プレゼント

75-3377
75-3366
75-6688
23-7835
32-5369
32-0307
32-5362
75-4553

食事をした人にデザートサービス
食事をした人にデザートサービス
食事をした人に一品料理サービス
駄菓子プレゼント
駄菓子プレゼント
食事をした人にウーロン茶一杯サービス
食事をした人にドリンクサービス
食事をした方にベトナム関連の粗品プレゼント

境281

飲 食 焼肉・ステーキ 鐡（本町）
山海酒房 あかね屋（本町）
炉端ダイニング ゆずや（宮前町）
サッちゃんち（寿町）
らあめんの里 珉珉（富塚町）
つむぎや（大正寺町）
和風レストラン もとき（除ケ町）

本町17-15 第7NAビル １F
本町14-1
宮前町15
寿町208-3
富塚町259-3
大正寺町313-2
除ケ町407-5
ベトナムレストラン BONGSEN（上諏訪町） 上諏訪町1252-12
（有）天武（境）

境771-2

74-1139

食事をした人にドリンクサービス

(有)親玉商店（大手町）
(有)千葉商店（境甲）

大手町2-1
境甲387

25-1557
74-0136

茶の大竹園（本町）

本町1-11

25-0044

お買い上げ代金から８％引き
サービス券３倍
商品をお買い上げした人に粗品プレゼント
１０００円以上のお買い上げで１０％引き
１，５００円以上のお買い上げで焼き菓子１個プレゼント
一般スポーツ用品定価から２５％引き（学校用品を除く）

つねや モンドール（境平塚）
境平塚1717-2
ニッポースポーツ(株)（上諏訪町） 上諏訪町2125-17
メガネ・補聴器の板垣 伊勢崎本店 本町4-26
メガネ・補聴器の板垣 伊勢崎うえはす店 上諏訪町1421
メガネ・補聴器の板垣 グランド伊勢崎店 宮子町3424-2
メガネ・補聴器の板垣 伊勢崎東アピタ店 三室町5330
買 物
メガネ・補聴器の板垣 伊勢崎西友楽市店 南千木町5202-3 西友楽市内
メガネ・補聴器の板垣 伊勢崎韮塚店 韮塚町1194-1
八代肉店（大手町）
大手町4-8
ファミリー衣料コドモヤ（境）
境417
和真メガネ 伊勢崎店（連取町）

連取町2332-10

晴月（茂呂町二丁目）
松露庵（本町）
さくらメガネ 伊勢崎店（除ケ町）
株式会社 広井（今泉町二丁目）

茂呂町二丁目2128-2
本町3-21
除ケ町335-9
今泉町二丁目401
(株)群馬トラベルエージェンシー(今泉町一丁目） 今泉町一丁目1210-3
旅 行
(株)ビーエムバス（田中町）
田中町1016-2
shu×２（田部井町二丁目フレッセイ田部井店） 田部井町二丁目479
オナヅカ理容室（境女塚）
境女塚288-3
阿久津理容室（赤堀今井町二丁目） 赤堀今井町二丁目1415
内田理容所（波志江町）
波志江町1860
カルソラル大島（新栄町）
新栄町2216-6
はしもと理容室（茂呂町二丁目）
茂呂町二丁目2830-1
Hair Shop CLIP-PER（上植木本町） 上植木本町2743-6
ユニセックスサロン YAMATO（北千木町） 北千木町1408-2
理容坂田（華蔵寺町）
華蔵寺町28-44
綿貫理容室（本町）
本町4-7
シャレル理容室（波志江町）
波志江町4354-8
理美容 理容ひきだ（堤下町）
堤下町69-17
理容松島（豊城町）
豊城町2068-1
カットインアキラ（連取町）
連取町2365-1
ヘアーサロン８番館（田中島町）

田中島町1400-8

ヘアーサロンマツシマ（三室町）
ヘアーサロン山田（平和町）

三室町5267-5
平和町22-5
サロン・ド・ジュン伊勢崎店（今泉二丁目） 今泉町二丁目452-2
サロン・ド・ジュン赤堀店（市場町一丁目）

市場町一丁目1542
ベイシア赤堀モール店内

サロン・ド・ジュン コア境町（境栄） 境栄776
サロン・ド・ジュン コア伊勢崎店（鹿島町） 鹿島町539

74-9451
23-1535
24-1188
23-8466
20-1500
70-5020
22-4050
23-3377
25-1960
74-0026

移動販売車ご利用時の出張費（税込１０００円）無料
または、税込３，８００円以上お買い上げで
「メガネお手入れセット」プレゼント

お買い上げ代金から８％引き
サービス券２倍進呈
ご購入1万円以上５％、1万円以下３％割引
23-6670
※他の割引との併用不可
26-1100
菓子プレゼント
25-0160
２，０００円以上のお買い上げで粗品プレゼント
20-3939
ご購入金額より１０％引き（他の割引と併用不可）
25-1415
お買い上げ代金から１０％引き（一部商品を除く）
23-8555
旅行の申し込みをした人に粗品プレゼント
20-7272
バスを利用した人に粗品プレゼント
63-2846
施術料金から５％引き
0120-74-1556 施術料金から８％引き
62-3968
24-2848
25-5655
0120-255-934
25-2535
25-2728
送迎無料（店舗から半径２㎞以内）
25-2897
26-3033
24-0042
23-1865
25-6584
23-2383
送迎無料（店舗から半径３㎞以内）
21-8033
または、マッサージ・シャンプー等サービス
62-0086
送迎無料（店舗から半径３㎞以内）
25-4139
送迎無料
21-5117
20-8155
70-1688
22-2100

メンバーズカードのポイント２倍

協賛店からのコメント

昔ながらのもんじゃやき店であり、お酒はありません。
是非一度いせさきのもんじゃを食べに来てください。

障害者就労支援の古民家カフェです。
おひとりで御来店いただいてもゆっくりとくつろげる空間があります。

幅広い年齢層の方々にご来店いただいています。ベトナム人シェフが作る本場の味を是非お楽しみください。
友達LINE、Instagramで情報配信中です。
地元の契約農家さんの「あさひの夢」は毎日使う分だけ精米する事で、新鮮でツヤのあるモチモチなお米を提供しています。

ミニギャラリーがあります。
みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

「メガネ着がえてみませんか」
関東と長野に広がるネットワーク。
メガネ、補聴器は安心と信頼の専門店、メガネのイタガキへ。
地元密着型のお店です。お気軽にお越しください。

当店は自主返納者をサポートしています。
営業時間外も事前にお電話をいただければ対応させていただきます。
大型バスからマイクロバスまで様々なラインナップでお客様のシーンに合わせて、快適な旅と移動をサポートします。
車椅子でのご利用も可能です。出張着付（七五三・お祝い等）承ります。

お店にスロープがあるので安心です。
車いす対応のスロープがあります。
ポイントカードあり。クレジットカード払いOK！
足の不自由の方、車いすの方も送迎可能です。
車いすのまま移動できます。

運転免許証自主返納者以外の方でも送迎いたします。お気軽にお電話ください。
電話予約の際に、運転経歴証明書ありと伝えてください。
送迎希望の場合はお電話ください。

運転免許証自主返納サポート制度協賛店一覧
令和4年1月現在
いなにわ動物クリニック（堀下町）
自転車屋さん（東町）
(有)高沢クリーニング（大手町）

堀下町1054
東町2718-8
大手町28-2

ホテル若松エクセル（大手町）

大手町22-26

その他 ハヤブサ自動車有限会社（境女塚） 境女塚87-1
ヒーリングサロンLechst（今泉町一丁目） 今泉町一丁目9-1 アリス今泉20
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伊勢崎整体院（今泉町一丁目）
(株)コーボク 印刷業（連取町）
(株)グンツチ 印刷業（粕川町）
ケイファクトリー 印刷業（下植木町）
１F 黒船屋
１F ３can４on
１F サンルージュ
１F スイートバーム
１F (株)TALAT
１F 美容室 カプリ
１F フラワーショップオアシス
１F Pet forum AZAMI
１F ポンチ亭
１F まんぷく亭
１F 茂木園アピタ店
２F カンガルー堂
２F BOUTIQUE シルヴィ

今泉町一丁目9-1 アリス今泉102
連取町2185-1
粕川町1819-1
下植木町535-3

三室町5330
（MEGAドン・キホーテUNY 伊勢崎東店）

１F 石焼炒飯店

ー

１F おひつごはん四六時中
１F おめで鯛焼き本舗
１F 海鮮三崎港
ス １F 鎌倉パスタ
マ １F 神戸元町ドリア
１F サンマルクカフェ
ク １F BEEF RUSH
西久保町368
（スマーク伊勢崎）
伊 １F ポムの樹
勢 １F ヨゴリーノ
崎 ３F 幸楽苑
店 ３F 築地銀だこ
３F デザート王国
３F 春菜園
３F ペッパーランチ
３F モスバーガー
３F リンガーハット
伊勢崎タクシー（本町）
本町1-14
尾島タクシー（境）
境764-6
国際十王タクシー（末広町）
末広町173-2
タクシー
寿タクシー（緑町）
緑町6-15
GSBタクシー（赤堀鹿島町）
赤堀鹿島町827-32
つばめタクシー（大手町）
大手町22-104
バ ス いせさきしコミュニティバスあおぞら
※サービスの詳しい内容については各協賛店にお問い合わせください。

62-2770
63-3976
25-1369

送迎無料（市内に限る）
パンク修理５００円引き
全品１０％引き

送迎希望の場合はお電話ください。

朝食無料サービス！！
伊勢崎の中心地、ビジネス、観光の拠点に、充実した設備・サービスでお迎えいたします。
対象電動カートお買い上げでフレッセイポイントカードに500ポイント進呈 電動カートの試乗車あります。
74-1011
080-7960-0931 通常１２，０００円のカウンセリングを初回限定で２，８８０円
070-5085-3123 通常７，０００円を初回限定で１，９８０円
21-5555
名刺、年賀状をご依頼の方に印刷代を１０％割引
個人の方でもお気軽にお立ち寄り下さい。
23-3565
名刺印刷１０％OFF
21-8163
オリジナル卓上カレンダープレゼント
61-7737
セール商品以外１０％引き
珈琲と雑貨の店です。御来店お待ちしております。
40-0452
商品お買い上げでギフトボックスのラッピング無料
20-8210
毎月１５日・１６日に１，０００円以上お買い上げで１０％引き
61-7785
１，０００円ごとのお買い上げでスイートバーム商品券プレゼント
63-8330
セール商品以外１０％引き
ぜひお立ち寄り下さい。
62-9611
初めて利用する人に限り施術料金１０％引き
62-9620
クリザールボトル５％引き
75-1102
ペットフード各種１０％引き※一部除外品あり
62-9717
食事代金から１００円引き
20-2421
食事をした人にドリンクサービス
62-9714
毎月１５日・１６日に茂木園メンバーズカードのポイント２倍
62-9710
お買い上げ代金から１０％引き
63-5578
毎月１５日・１６日に５％引き
小さいサイズから大きいサイズまでご用意しております。
25-0353

代金から２００円引き

20-2309

食事をした人にココット杏仁またはドリンクサービス
※他サービス券との併用不可

20-8686
30-7110
70-5530
30-7309
20-8309
40-9309
30-7047
20-2345
20-2332
30-7044
40-0525
30-7018
75-6550
62-2921
75-5002
40-0081
25-6755
74-0412
23-5244
25-6111
62-5080
25-2002
27-2734

食事代金から１０％引き※他サービス券との併用不可
ポイント２倍
食事をした人にあおさ（味噌汁）サービス※本人のみ
食事をした人にお好きなピザ１枚サービス
食事をした人にドリンクサービス
食事代金から１０％引き※平日に限る
食事をした人はデザート・ドリンクバー半額
食事代金から１０％引き
代金から１０％引き
食事代金から１０％引き※他サービス券との併用不可
スタンプ１個サービス※他サービス券との併用不可
クレープを注文した人にドリンクサービス※本人のみ
食事をした人にドリンクサービス
食事をした人にドリンクサービス
食事をした人にドリンクSサイズサービス
食事代金から１０％引き

タクシー運賃１割引

運賃無料※６５歳以上の人は寿証の提示でも可

ドリンク：コーラ・メロンソーダ・ジンジャエール・ウーロン茶

