交通安全協会 会員特典の店
交通安全協会会員の皆様は、
「会員特典の店」をご利用の際、会員証を呈示すれば
割引やポイントサービスなどが受けられます。
交 通 安 全 協 会

※個々の商店等の特典の内容については、それぞれの商店等又はガイドで確認願います。
※特典内容は予告なしに変更・限定される場合があります。
また、他の割引との併用は原則できません。
※特典を利用する際は事前に会員証を呈示してください。

会員特典の店
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長野県 地区交通安全協会

カーディーラー

長野トヨタ自動車㈱
オイル交換代（オイル+工賃）の10％割引
中野店 須坂店 長野店 VW長野 若槻店 プリズム店 サービスセンター 長野タイヤセンター 川中島店 VW川中島
チューカーボックス川中島店 更埴店 上田店 チューカーボックス上田店 上田川西店 上田タイヤセンター 小諸店 佐久店
チューカーボックス佐久店 大町店 安曇店 松本店 松本タイヤセンター チューカーボックス松本店 松本南店 塩尻店 木曽店 岡谷店
諏訪店 伊那店 飯田店 飯田タイヤセンター レクサス長野 飯山トヨタ 軽井沢トヨタ 伊北トヨタ 駒ケ根トヨタ
長野トヨペット㈱
オイル交換代（オイル+工賃）の10％割引
中野店 須坂店 徳間店 徳間マイカーセンター 東和田店 東和田マイカーセンター 長野店 長野特販課 篠ノ井店
篠ノ井マイカーセンター 更埴店 上田店 上田マイカーセンター 上田西店 小諸店 佐久店 佐久マイカーセンター 大町店 穂高店
松本北店 松本店 松本特販課 松本マイカーセンター 塩尻店 木曽店 岡谷店 岡谷マイカーセンター 茅野店 伊那店 駒ケ根店
飯田店 飯田マイカーセンター 徳間サービスセンター 東和田サービスセンター
トヨタカローラ長野㈱
オイル交換代（オイル+工賃）の10％割引
中野店 長野店須坂工場 長野店 三輪店 プリズム店 裾花店 裾花店T-UP 川中島店 更埴店 上田店 上田西店 東御店 佐久店
大町店 松本店
ネッツトヨタ長野㈱
オイル交換代（オイル+工賃）の10％割引
中野店 柳原店 長野店 長野サービスセンター 長野大橋店 川中島店 更埴店 上田店 小諸店 佐久中央店 大町店 安曇店 松本店
塩尻店 下諏訪店 諏訪店 伊那店 飯田店
㈱ホンダカーズしなの
粗品進呈
中野店 稲田店 東和田店 篠ノ井店 大塚店 中御所店 戸倉店 上田染谷店 上田中央店 上田古里店 塩田店 上田秋和店 小諸東店
佐久中込店 オートテラス千曲 オートテラス長野東
㈱ホンダカーズ長野東
粗品進呈
尾張部店 高田店 吉田店 飯山店
㈱ホンダカーズ長野中央
粗品進呈
上高田店 中野西店 須坂店 運動公園店 南長野店 千曲内川店 上田常入店 上田常田店 南店 小諸インター店 佐久店 佐久南店
オートテラス長野中央店 オートテラス上田店 オートテラス佐久中央店
日産車の整備時部品小売価格10％割引、整備時の作業工賃20％割引（他の割引プラ
日産プリンス長野販売㈱
ンとの重複不可）
中御所店 川中島店 北長野店 南高田店 中野店 上田店 川西店 佐久店 小諸店 千曲店

レンタカー

㈱トヨタレンタリース長野
基本料金の5％割引（割引対象外のクラスあり）
長野店 上田店 軽井沢駅前店 佐久平駅前店 松本店 松本駅前店 塩尻駅前店 諏訪店 上諏訪駅前店 茅野駅前店 伊北店 飯田インター店
㈱ニッポンレンタカー信州
基本料金の約5％割引（割引対象外のクラスあり）
長野駅東口 上田駅お城口 佐久平駅浅間口 軽井沢駅北口 松本駅アルプス口 茅野駅西口
日産レンタカー長野㈱
長野県内貸出料金の20％割引（一部車種を除く、他の割引プランとの重複不可）
上田店 上田駅前店 小諸店 佐久平駅前店 軽井沢駅前店 長野店 長野駅東口店 信州中野店 松本駅前店 茅野店 飯山駅前店
伊那店 塩尻駅前店 飯田駅前店 木曽福島店

自動車販売・整備・修理・部品販売等

㈲佐藤モータース
㈱カーセンター長野
㈲砂山商店
ヴァリアスカーズ
㈲千野自動車整備工場
小柳技販
㈱ホイールパラダイス徳間店
ナシモトカーサービス㈱
㈲丸山自動車興業
㈲山ノ内自動車工業
㈱酒井商會
須高車輌販売㈱

（長野市） 026-256-2113
（長野市） 026-226-0465
（信濃町） 026-255-2073
（信濃町） 026-217-7108
（長野市） 026-243-1322
（信濃町） 026-255-2267
（長野市） 026-263-7900
（飯山市） 0269-62-1233
（中野市） 0269-26-3800
（山ノ内町） 0269-33-4515
（須坂市） 026-245-0397
（須坂市） 026-245-1018

㈲篠ノ井自動車

（長野市） 026-293-3444

㈲長野エムアンドエム
㈲産界自動車
見六橋モータース
㈱マツシロモータース
HONDA DREAM 長野
㈱小田切車体 本社

（長野市） 026-293-9953
（長野市） 026-292-0248
（長野市） 026-292-0875
（長野市） 026-292-2191
（長野市） 026-293-9150
（長野市） 026-278-6508

自動車板金修理工賃5％割引
車検基本料金10％割引
オイル交換・ホイルアライメントの工賃10％割引、点検無料
鈑金塗装工賃15％割引、エアフレッシュナープレゼント（入庫された方）
一般整備・車検整備の10％割引
エンジンオイル交換10％割引、粗品進呈
商品を通常価格の5％引、工賃の10％引（特価品・セール品を除く）
車検時のエンジンオイル交換無料（３㍑まで）
車検時のエンジンオイル交換無料（3㍑まで）
車検時のエンジンオイル交換無料、エンジンオイル代金10％割引
エンジンオイルの販売価格10％割引
自動車の点検整備・鈑金・塗装工賃の5％割引
車検・法定点検・一般修理代工賃8％引（車検時法定費用除く）
、
オイル・エレメント代10％引（工賃無料）
車検・点検時のエンジンオイル交換無料
修理代工賃10％割引（部品代は除く）
修理代工賃5％割引（部品代は除く）
、エンジンオイル代金10％割引・交換代無料
車検時のエンジンオイル交換無料
オイル交換・工賃サービス
自動車修理・鈑金塗装等10％引

自動車販売・整備・修理・部品販売等

㈱小田切車体 長野中央店
（長野市） 026-239-6601
㈱エリートモータース
（上田市） 0268-42-2215
富岡自動車鈑金
（上田市） 0268-42-3321
㈲柳沢自動車工場
（上田市） 0268-35-1888
タイヤ館上田
（上田市） 0268-23-8766
タイヤ館小諸
（小諸市） 0267-22-1777
タイヤ館佐久
（佐久市） 0267-64-1515
ミスタータイヤマン川西
（上田市） 0268-29-5431
㈲加藤自動車板金工業
（小諸市） 0267-23-2222
㈲加藤自動車板金工業 長野営業所（長野市） 026-214-5511
㈲加藤自動車板金工業 上田営業所（上田市） 0268-25-6565
㈲加藤自動車板金工業 長和営業所（長和町） 0268-68-4646
㈲三信自動車商会
（佐久市） 0267-67-2229
高橋鈑金塗装工業
（佐久市） 0267-68-4100
㈲酒井自動車
（佐久市） 0267-67-4088
今井自動車修理工場
（佐久市） 0267-53-3099
清水サイクル YOU SHOP
（佐久市） 0267-53-2241
牛山自動車商会 ㈲白州レンタカー （原村） 0266-79-2124
㈱郷田鈑金
（岡谷市） 0266-23-2937
牧沢鈑金㈲
（伊那市） 0265-78-5445
橋爪ボデー㈲
（伊那市） 0265-78-2685
相互自動車㈱
（辰野町） 0266-41-0124
寺平自動車
伊南自動車工業㈱
中谷自動車塗装㈲
㈲中島車体
㈱増田屋自動車工業
㈲リペアオート美麻

（中川村） 0265-88-3228
（駒ケ根市） 0120-822-124
（駒ケ根市） 0265-83-3509
（駒ケ根市） 0265-83-5019
（駒ケ根市） 0265-82-2156
（大町市） 0261-29-2129

ガソリンスタンド

サンリン㈱新若槻SS
（長野市） 026-251-3181
㈱高見澤 若槻サービスステーション（長野市） 026-243-9343
杉山石油㈲ 飯山給油所
（飯山市） 0269-62-2345
杉山石油㈲ 本町給油所
（飯山市） 0269-62-3639
㈱友野商店 志賀高原入口給油所（山ノ内町） 0269-33-2887
㈱友野商店 山ノ内西給油所
（山ノ内町） 0269-33-2928
㈱友野商店 志賀高原上林給油所（山ノ内町） 0269-33-8585
渡辺商事㈱ 篠ノ井SS
（長野市） 026-292-4271
渡辺商事㈱ 安茂里SS
（長野市） 026-226-8877
渡辺商事㈱ 長野南SS
（長野市） 026-283-8118
渡辺商事㈱ 戸倉上山田SS
（千曲市） 026-275-3201
渡辺商事㈱ 長野北セルフSS
（長野市） 026-241-4381
㈱伊藤商会 上田山口給油所
（上田市） 0268-28-7890
井口エネルギー㈱ 下諏訪給油所（下諏訪町） 0266-27-5007
井口エネルギー㈱ 湖浜給油所 （下諏訪町） 0266-28-1656
井口エネルギー㈱ 茅野ピラタス給油所
0266-82-0789

（茅野市）
井口エネルギー㈱ 諏訪湖給油所 （諏訪市） 0266-53-6320
井口エネルギー㈱ 諏訪流通センター給油所
0266-52-6631

（諏訪市）
㈱エンドウ
（富士見町） 0266-62-2365
㈱シモクラ
（富士見町） 0266-62-8228
㈲窪田モータース
（富士見町） 0266-62-5760
駒ケ根自動車産業㈱ エネオス（駒ケ根市） 0265-83-3434
駒ケ根自動車産業㈱ カーケアST南町
0265-83-2762

（駒ケ根市）
駒ケ根自動車産業㈱ カーケアST花の道
0265-83-5500

（駒ケ根市）
㈲小嶋モータース
柳澤燃料㈲

飲食店

うどん・戸隠そば こうえつ
居食麺屋 とん太郎
㈱横浜亭
㈲ルート十九
道の駅おがわ 食事処味菜
新鮮魚介酒場 たぬき
picapica AMIGO
まんてんふぁーむ
濱の波平
そば亭 油や
イタリアンレストラン トワサンク
養老乃瀧 長野稲田店
道の駅 ほっとぱーく浅科

自動車修理・鈑金塗装等10％引
修理工賃の5～10％割引（車検時の法定費用を除く）
鈑金・塗装工賃10％割引
車検整備基本点検料20％割引（車検時の法定費用を除く）
取扱商品の通常販売価格10％割引（他の割引プランとの重複不可）
取扱商品の通常販売価格10％割引（他の割引プランとの重複不可）
取扱商品の通常販売価格10％割引（他の割引プランとの重複不可）
取扱商品の通常販売価格10％割引（他の割引プランとの重複不可）
鈑金塗装・一般整備・車検の工賃5％割引（車検時法定費用を除く、他の割引との併用不可）
鈑金塗装・一般整備・車検の工賃5％割引（車検時法定費用を除く、他の割引との併用不可）
鈑金塗装・一般整備・車検の工賃5％割引（車検時法定費用を除く、他の割引との併用不可）
鈑金塗装・一般整備・車検の工賃5％割引（車検時法定費用を除く、他の割引との併用不可）
工賃の3％割引
工賃の3％割引（部品代を除く）
車検整備料金の5％割引（法定費用を除く）
車検時技術料5％割引
整備・修理工賃5％割引、原付Ⅰ・Ⅱ種スクーター新車盗難保険プレゼント
整備代金・レンタカー代金5％割引
自動車修理・鈑金塗装工賃10％割引（車検時の法定費用を除く、
クレジットカード使用不可）
鈑金修理工賃及びレッカー輸送10％割引（部品代を除く）
鈑金修理・レッカー輸送10％割引（車検時の法定費用を除く）
オイル交換工賃無料、オイル代金10％割引
鈑金塗装工賃10％引、車検時工賃5％引（部品代は除く、クレジットカード使用不可）、
代車無料（燃料本人負担）
鈑金工賃5％割引
修理工賃5％割引（部品代は除く）
、代車無料
鈑金塗装工賃10％割引、車検時工賃5％割引、代車無料（燃料本人負担）
車検・一般修理工賃5％割引（部品代・車検時法定費用を除く、
クレジットカード使用不可）
鈑金塗装工賃10％割引

ガソリン価格を会員価格より3円/㍑引、通常価格よりエンジンオイル・洗車・タイヤ10％引
エンジンオイル10％引
店頭商品20％割引（ガソリン・軽油・灯油等燃料油を除く）
店頭商品20％割引（ガソリン・軽油・灯油等燃料油を除く）
洗車料金30％割引、オイル交換作業料金50％割引
洗車料金30％割引、オイル交換作業料金50％割引
洗車料金30％割引、オイル交換作業料金50％割引
ガソリン・軽油特別価格（ガソリン・軽油以外は除く）
ガソリン・軽油特別価格（ガソリン・軽油以外は除く）
ガソリン・軽油特別価格（ガソリン・軽油以外は除く）
ガソリン・軽油特別価格（ガソリン・軽油以外は除く）
ガソリン・軽油特別価格（ガソリン・軽油以外は除く）
洗車価格を店頭価格より10％割引（他の洗車サービスプランとの重複不可）
洗車料金10％割引（セルフ・セミセルフスタンドは除く）
洗車料金10％割引（セルフ・セミセルフスタンドは除く）
洗車料金10％割引（セルフ・セミセルフスタンドは除く）
洗車料金10％割引（セルフ・セミセルフスタンドは除く）
洗車料金10％割引（セルフ・セミセルフスタンドは除く）
現金支払につきガソリン・軽油を現金会員価格、洗車300円/台・オイル交換100円/㍑割引
現金支払につきガソリン・軽油を現金会員価格、洗車10％・オイル交換100円/㍑割引
現金支払につきガソリン・軽油を現金会員価格、洗車10％・オイル交換100円/㍑割引
石油・油脂類を除く10％割引
石油・油脂類を除く10％割引
石油・油脂類を除く10％割引

取扱燃料の販売価格を当店現金会員価格より1㍑当たり1円引き（他のサービスとの重
複不可）
（松本市） 0263-31-2113 灯油を会員価格で販売
（飯田市） 0265-59-2252

（長野市） 026-295-0558
（長野市） 026-296-9555
（長野市） 026-296-4580
（長野市） 026-262-2332
（小川村） 026-269-3262
（長野市） 026-229-7485
（長野市） 026-226-1366
（長野市） 026-219-2919
（長野市） 026-217-7761
（長野市） 026-224-2288
（長野市） 026-296-8008
（長野市） 026-263-7500
（佐久市） 0267-58-0581

食事料金5％割引（食事注文時に会員証を呈示）
煮卵のトッピングサービス
餃子1皿サービス
ソフトドリンクサービス
おやき・土産の5％割引
ウーロン茶飲み放題（お1人様に限り）
ウーロン茶飲み放題（お1人様に限り）
ウーロン茶飲み放題（お1人様に限り）
ウーロン茶飲み放題（お1人様に限り）
ソフトドリンク1杯無料
ランチセット・ディナーセットにデザートサービス
生ビール（中）1杯サービス（運転者にはソフトドリンク1杯）
売店・レストランにて5,000円以上お買い上げのお客様にソフトドリンク又は3％割引（選択）

飲食店
食祭館

（下諏訪町） 0266-26-4931 レストラン食事・土産品の5％割引（酒等の割引対象外のものあり）

宿泊・入浴施設等

鬼無里の湯 ホテル＆コテージ （長野市） 026-256-2140 入浴料金100円割引（大人510円⇒410円 子供300円⇒200円）
㈲丸善旅館
（山ノ内町） 0269-33-3235 宿泊料金10％割引
七味温泉 恵の湯
（高山村） 026-242-2921 入浴料金100円割引
関谷温泉 湯っ蔵んど
（須坂市） 026-248-6868 入館料金100円割引（他の割引との併用不可）
ホテル一萬里㈱
（佐久市） 0267-63-3355 通常1,000円の温泉入浴料を500円で優待
外来入浴半額割引の500円（5:00～10:00、15:00～22:00タオル持参）、
ホテルアンビエント蓼科
（立科町） 0267-55-7711
宿泊者は宿泊代プラス入湯料300円
かすがの森合同会社
（佐久市） 0267-52-2111 通常700円を200円割引（大人）
RAKO 華乃井ホテル
（諏訪市） 0266-54-0555 宿泊者に夕食時ドリンク1本サービス
浜の湯
（諏訪市） 0266-58-8000 宿泊者に夕食時ドリンク1本サービス
聴泉閣 かめや
（下諏訪町） 0266-75-0161 宿泊者に夕食時ドリンク1本サービス
健康増進施設 すわっこランド （諏訪市） 0266-54-2626 入館料大人610円を510円に、子供300円を250円に割引
上松観光開発㈲ ねざめホテル （上松町） 0264-52-2245 入浴料金100円割引（大人500円⇒400円 子ども300円⇒200円）（４名まで利用可）
木曽路の宿 いわや
（木曽町） 0264-22-2015 日帰り入浴料金（通常料金より）大人100円・子供50円割引
街道浪漫おん宿蔦屋
（木曽町） 0264-22-2010 直接の御予約時宿泊料金10％割引（他の割引等との併用不可）
森富旅館
（木曽町） 0264-22-2303 宿泊者に夕食時ソフトドリンク１本サービス、お帰りの際ひのき箸進呈
ゆーぷる木崎湖
（大町市） 0261-23-7100 入浴料金50円割引
信州金熊温泉 明日香荘
（大町市） 0261-26-2301 入浴料金大人100円割引
㈱十郎の湯
（白馬村） 0261-71-8160 入浴料金100円割引 5名まで有効（他の割引との併用不可）
白馬八方温泉 八方の湯
（白馬村） 0261-72-5705 入浴料金（通常料金より）大人100円・子供50円割引
白馬八方温泉 郷の湯
（白馬村） 0261-72-6541 入浴料金（通常料金より）大人100円・子供50円割引
白馬八方温泉 みみずくの湯
（白馬村） 0261-72-6542 入浴料金（通常料金より）大人100円・子供50円割引
白馬八方温泉 おびなたの湯
（白馬村） 0261-72-3745 入浴料金（通常料金より）大人100円・子供50円割引
白馬八方温泉 北尾根の湯
（白馬村） 0261-72-2715 入浴料金（通常料金より）大人100円・子供50円割引

自動車学校

㈱北信自動車学校
㈱茅野自動車学校
㈱諏訪中央自動車学校
㈱岡谷自動車学校

引っ越し・家事代行

アート引越センター FC長野本社
松本営業所
㈱ニチイ学館 長野支店
上田支店
松本支店
岡谷支店

（須坂市） 026-245-1592
（茅野市） 0266-72-4111
（諏訪市） 0266-52-1191
（岡谷市） 0266-27-5551

普通・中型・大特・自動二輪免許取得のための入校料金の割引
中型・自動二輪免許取得のための入学金割引
普通・中型・大特・自動二輪免許取得のための入校料金の割引
普通・中型・けん引・大特・自動二輪免許取得のための入学金からの割引

（上田市） 0120-35-0123 引っ越し基本料金（車輛費＋人件費）から20％割引
（松本市） 0120-35-0123 （他の特典との併用不可、3/20～4/10は割引除外、見積後の申し出は適用不可）
（長野市） 0120-212-295 各支店共通
（上田市） 0120-212-295
家事代行サービスの会員価格利用
（松本市） 0120-212-295
スポットプラン5％割引、デビュープラン1回（1.5時間）あたり3,980円
（岡谷市） 0120-212-295
※24時間・365日受付

英会話教室

COCO塾 インフォメーションセンター長野
026-228-0924 英会話教室の入会金8,750円を無料
（ご自宅近くのCOCO塾ジュニア教室をご案内します）
COCO塾 インフォメーションセンター上田
0268-23-3649 英会話教室の入会金8,750円を無料
（ご自宅近くのCOCO塾ジュニア教室をご案内します）
COCO塾 インフォメーションセンター松本
0263-38-1094 英会話教室の入会金8,750円を無料
（ご自宅近くのCOCO塾ジュニア教室をご案内します）
COCO塾 インフォメーションセンター岡谷
0266-24-5153 英会話教室の入会金8,750円を無料
（ご自宅近くのCOCO塾ジュニア教室をご案内します）
COCO塾 長野校
（長野市） 026-269-7012 〈大人〉
入会金32,400円を無料・受講料5％割引 〈ジュニア〉
入会金16,200円を無料
COCO塾 松本校
（松本市） 0263-31-8215 〈大人〉
入会金32,400円を無料・受講料5％割引 〈ジュニア〉
入会金16,200円を無料
☆講座を受講する場合は、各校（塾）の定めた受講ルールを遵守するとともに受講に関する各校（塾）の指導等に従ってください。
☆COCO塾に関しては、一部対象外のコースがありますのでご確認ください。

建設・住宅・リフォーム・園芸

セキスイハイム信越㈱
長野中央展示場
（長野市） 026-259-3816
長野南展示場
（長野市） 026-299-8160
佐久平展示場
（佐久市） 0267-66-6870
各展示場共通
上田展示場
（上田市） 0268-21-3060
セキスイハイム住宅展示場来展者に
松本住宅公園展示場
（松本市） 0263-24-2816
もれなく1,000円分のオリジナルクオカードプレゼント
松本南住宅公園展示場
（松本市） 0263-59-6161
（1家族1名・1回に限る）
あづみの住宅公園展示場 （安曇野市） 0263-71-1816
諏訪住宅公園展示場
（諏訪市） 0266-58-0816
伊那展示場
（伊那市） 0265-73-6567
飯田展示場
（飯田市） 0265-24-0816
うれし徳武建設㈱
（長野市） 026-295-6166 エコリフォーム・ハウスクリーニング見積り無料・5％割引
笠原建設
（小布施町） 026-247-4658 修理費工賃5％割引
㈲やまぐち園芸
（長野市） 026-296-8267 植木5％割引

観光

㈲野尻湖定期船会社
長野急行バス㈱

商店等

アルプス中央信用金庫
金喜商店
花岡電機
いまい酒店

（信濃町） 026-258-2503 乗船料及び土産物10％割引
（中野市） 0269-24-5151 バス利用申込者（1名）にお茶1箱進呈

（伊那市） 0265-72-4171
（長野市） 026-243-4860
（長野市） 026-244-6887
（長野市） 026-244-9580

カーローンの0.1％金利優遇（ゴールド免許に限る）
店頭価格の5％割引
店頭価格の3～5％割引
清酒若緑本醸造1.8ℓ1本50円引

みるくショップカナイ
（長野市） 026-241-0426
蔦の園 柳町店
（長野市） 026-232-2046
㈲上原屋
（長野市） 026-262-2035
㈲塩入時計店
（長野市） 026-262-2346
山口畳店
（長野市） 026-226-7768
㈱小川の庄
（小川村） 026-269-3760
おやき村
（小川村） 026-269-3767
おやき村 長野分村大門店
（長野市） 026-232-5786
文具の青山
（長野市） 026-226-5553
電気堂
（長野市） 026-244-3662
エムシーライフ㈲ 長野セニアカー販売（長野市） 026-291-4250
㈲タキザワ洋品店
（飯山市） 0269-62-3060
㈲丸屋製菓舗
（中野市） 0269-22-3384
小林表具店
（須坂市） 026-246-1436
㈲山﨑畳店
（小布施町） 026-247-2190
日の出印刷
（上田市） 0268-22-4746
メガネの笹沢
（上田市） 0268-42-2184
判光堂印舗
（小諸市） 0267-22-0739
㈱茶和園
（小諸市） 0267-22-0131
㈱揚羽屋
（小諸市） 0267-23-2525
㈱三ツ星眼鏡時計店
ギフトセンター㈲ロビン
山形屋家具センター
サロン・ド・コマツ
㈲丸三ふじや
㈲丸三ふじや 中洲店
㈲丸三ふじや 城南店
ツルヤ時計店
㈲いろは堂薬局
かなみ いろは堂薬局
サイクルショップ キタノヤ
㈲森文具店
シオザワスポーツ
ナガオ駅前店
㈱本山漆器店
㈱山加荻村漆器店
シャディギフト㈱ 武井
㈲ほらさわ
大和屋商店
㈱いぐち
㈱時明堂（時明堂時計店）

千見おやきセンター

宅配商品のサービスポイント2倍
茶・茶器の10％割引
新町カードポイント3倍
眼鏡30％・時計10％・補聴器10％・時計電池交換30％割引
畳表替え料金15％割引（家具等の移動は無償）
店頭価格の10％割引
店頭価格の10％割引
店頭価格の10％割引
商品の10％割引（一部の商品を除く）
店内商品10％割引
スズキセニアカーをメーカー希望小売価格の5％割引、スズキセニアカー無料出張試乗
商品5％割引
1,000円以上お買い上げのお客様に手づくりクッキー 1個プレゼント
表具・内装加工価格の5％割引
畳の張替販売価格8％割引
ボールペン等粗品進呈
眼鏡10％・時計10％・宝石10％・補聴器5％割引（セール期間中は割引率大）
実印・銀行印・注文印鑑 手彫りはんこ5％割引
店内商品5％割引又は“はっとくシール”2倍進呈（但し、店頭特価品は除く）
ドリンクをサービス、小諸交通安全協会会員の利用者には“はっとくシール”2倍進呈
腕時計電池交換特売日
（3日・13日・23日）
に限り1人1個につき333円
（税別）
で交換
（小諸市） 0267-23-3333
（1日3名まで、舶来品・カシオを除く）
（小諸市） 0267-23-5255 販売価格の10％割引
（佐久市） 0267-68-0086 特価販売価格の3％割引
（下諏訪町） 0266-27-8321 婦人服の販売価格10％割引
（諏訪市） 0266-54-1200 ベリーポイント2倍サービス
（諏訪市） 0266-58-0040 ベリーポイント2倍サービス
（諏訪市） 0266-75-1211 ベリーポイント2倍サービス
（岡谷市） 0266-22-2768 店内商品10％割引（特価品は除く）
（伊那市） 0265-94-2110 おつかいくんポイント2倍サービス
（伊那市） 0265-94-1168 おつかいくんポイント2倍サービス
（辰野町） 0266-41-0167 整備・修理工賃5％値引
（駒ケ根市） 0265-82-3134 商品10％割引
（駒ケ根市） 0265-83-2785 商品5％～10％割引（特売品を除く）
（上松町） 0264-52-2557 上松町サービス店会ポイント「ゆめカエルポイント」3倍サービス
（塩尻市） 0264-34-2511 販売価格の15％割引（特価商品を除く）
、湯茶のサービス
（塩尻市） 0264-34-2411 販売価格の10％割引（除外品あり）
（松本市） 0263-25-0777 販売価格の10％割引（特価・セールス品は除く）、包装・のし紙名入・手提げバッグサービス
（松本市） 0263-36-8967 反射リストバンド・反射タスキの販売価格5％割引
（松本市） 0263-47-0063 販売価格の5％割引
（大町市） 0261-22-0828 ベリーポイント2倍サービス
（大町市） 0261-22-0468 商品10～15％割引
（大町市） 0261-29-2271 おやき1個5円割引

交通安全協会にご加入いただいた皆様へ
シートベルトを着用していて交通事故にあった場合

◉死亡見舞金として10万円
をお支払いいたします。
◉重度後遺障害見舞金として10万円
見舞金をお支払いする場合

見舞金をお支払いできない主な場合

日本国内において、シートベルトを着用した入会者（見舞金の対象とな
る方）が、自動車を運転または乗車中に交通事故によって死亡または重
度後遺障害を被った場合に見舞金をお支払いします。
※自動車には、特殊自動車（キャタピラーを有する自動車、ロードロー
ラー、構内運搬自動車、農耕作業用自動車等）を含みません。

①事故時にシートベルトをしていなかった場合
②故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為で自動車を
運転中の事故
③法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転中の事故
④飲酒、麻薬、あへん、覚醒剤、シンナー等により正常な運転ができな
いおそれがある状態で自動車を運転中の事故
⑤自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車
に乗車中の事故
⑥脳疾患、疾病、心神喪失等に起因する事故
⑦戦争、外国の武力行使、革命などの事変や暴動による事故
⑧核燃料物質による事故
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故

【死亡見舞金】
入会者が自動車に備えられているシートベルトの着用中に被った偶然な
事故による傷害が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死
亡した場合、見舞金額全額をお支払いします。
注既にお支払いした重度後遺障害見舞金がある場合は、死亡見舞金は
お支払いできません。
【重度後遺障害見舞金】
入会者が自動車に備えられているシートベルトの着用中に被った偶然な
事故による傷害が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に入
会者の身体に所定の重度後遺障害が生じた場合、見舞金額全額をお支
払いします。
●重度後遺障害
①両眼が失明したもの
②咀しゃく又は言語の機能を全く廃したもの
③その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するもの

お問い合わせ先

（一財）長野県交通安全協会
〒381-2224

TEL.

長野市川中島町原704-2
北信運転免許センター内

026-292-9750

FAX.

026-293-3769

