
             

             

             

             

   

             

             

             

             

 

                        

           

                

 

 

 

 

 

  

      

盛岡交通安全協会管内交通安全活動協賛店  
店 舗 ・ 施 設 等 住 所 特 典 内 容 

有限会社 盛岡マツダ商会 盛岡市上田 点検時、ウォッシャー液、タイヤの空気圧補充 

有限会社 大森自動車鈑金塗装工業          滝沢市平蔵沢 整備工賃１５％割引、粗品を進呈 

自動車販売 きくち 盛岡市黒川 車検時ウォッシャー液サービス、タイヤ空気圧点検 

有限会社 山忠モータース 滝沢市大釜外館 車検・定期点検時の整備代５％割引 

車検のコバック盛岡北滝沢店 

有限会社 みちのく自動車鈑金塗装 
滝沢市土沢 車検時エンジンオイル交換無料 

有限会社 角掛自動車          滝沢市後 車検整備代２０％割引 

株式会社 みちのくオート 滝沢市後 車検点検、整備工賃１０％割引。オイル交換工賃サービス。 

株式会社 城北自動車 盛岡市みたけ 整備工賃１５％割引 

株式会社 城北レンタカー 盛岡市みたけ レンタカー料金１０％割引 

城北運転代行 盛岡市みたけ 運転代行料金５００円割引 

城北ロードサービス 盛岡市みたけ レッカー・ロードサービス１５％割引 

鎌田輪店 盛岡市南青山町 粗品を進呈 

山口輪店 材木町店           盛岡市材木町 粗品を進呈 

サイクルセンター 山口輪店緑が丘店    盛岡市緑が丘 粗品を進呈 

有限会社 小原サイクル            盛岡市本町通 粗品を進呈 

有限会社 田中ホンダ               盛岡市長田町 粗品を進呈 

ＹＯＵ.ＳＨＯＰ.ホットスタッフヨシダ      盛岡市山岸 粗品を進呈 

モトスペース ウインディ       盛岡市前九年 粗品を進呈 

有限会社 サイクルショップタニフジ       盛岡市みたけ 粗品を進呈 

オートセンター山口           盛岡市上厨川字横長根 粗品を進呈 

株式会社 クボトラ               盛岡市津志田 粗品を進呈 

タイヤガーデン盛岡北     滝沢市牧野林 アークスＲＡＲＡポイント２倍 

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 
滝沢市牧野林 工賃５％割引 

株式会社 岩手自動車学校    盛岡市高崩 ２，０００円分のクオカードを進呈 

盛岡南ドライビングスクール 盛岡市本宮字林崎 大型・中型自動車第一種免許の卒業検定料サービス（技能審査除く） 

ＳＴモータースクール南校       盛岡市津志田 全車種の教科書、写真の料金をサービス（他のサービスと併用不可） 

有限会社 盛岡自動車学校   盛岡市稲荷町 入校時、教科書、写真の料金をサービス 

中央自動車学校              盛岡市西青山 入校時、教科書、写真の料金をサービス 

ＳＴモータースクール         滝沢市巣子 全車種の教科書、写真の料金をサービ（他のサービスと併用不可） 

有限会社 好摩石油商会 盛岡市好摩字夏間木 ガソリン・軽油 現金支払いのみ２円引き 

高松亭（桜祭り期間中のみ営業）        盛岡市高松 食事代金１，０００円以上の場合、５０円引き。 

拉麺食堂 姫神 滝沢市土沢 麺類ご注文の方にチャーシュー１枚か味玉 1 個サービス 

じゃじゃ麺 風凛 滝沢市穴口 お食事代から５％割引。宴会１０％割引、３時間飲み放題。 

ドルチェ マルセイユ    盛岡市仙北 ２，０００円以上お買い上げ、鶏卵１０ケ入りを進呈。夏期は、サービス品に変更があることもある。 

有限会社 吉田塗装工業        盛岡市川目町 工事代金より７％割引 

Ａｄｖａｎｃｅ株式会社              盛岡市本宮字大宮 工事見積り、現場調査時の点検無料。工事、電気機器購入時割引（メーカー等により割引は変動。） 

鶯宿温泉の宿 赤い風車 雫石町鶯宿 日帰り入浴料１００円引き（ＧＷ、お盆、年末年始を除く） 

癒しの宿 ロデム 盛岡市繋字萪内沢 会員証提示で、日帰り入浴料１００円引き（月～土 １１：００～２０：００ 日 １６：００～２０：００） 

有限会社 パール美容院        盛岡市新田町 メンバーズカードポイント２倍 

ヘアーサロン ポプラル 盛岡市みたけ ミニボトルのシャンプープレゼント 

パンダ理容室 盛岡市本宮 ５００円引きのサービスカード 

パンダ理容室 滝沢ニュータウン店 滝沢市鵜飼向新田 技術料金から１０％割引もしくはオプションメニュー１つサービス 

イワテブライダルセンター本店  盛岡市中央通 ５％ＯＦＦ（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 盛岡市肴町 税抜き５００円のお買い上げ毎に５０円のサービス券を進呈 

株式会社 佐々長商店        盛岡市仙北 店内商品１０％割引 

花坂商店 盛岡市渋民字鶴飼 粗品を進呈 

有限会社 テーラード・エム 盛岡市中央通 スーツ、ジャケットお仕立てと同時にネクタイお買い上げ時、ネクタイ代１０％割引 （ネクタイ単品割引不可。） 

井上楽器     盛岡市長田町 現金支払いに限り、店頭での会計金額より２％割（特価品などの対象外商品を除く。） 

米德米穀店         盛岡市仙北 ＬＥＤライトキーホルダーとＢＯＸテッシュ等を進呈 

花紀行                 盛岡市仙北 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 

有限会社 エンゼル家電     盛岡市本宮 販売表示価格より３％割引（各種工事代金を含む。） 

和漢屋薬局                   盛岡市仙北 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）進呈 

合同会社 ジェーシー           滝沢市後 粗品を進呈 

有限会社 桜商事             雫石町西根田茂木 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 

有限会社 村山畳店        盛岡市みたけ 工事価格より５％割引（畳工事に限る） 

盛岡スターレーン 盛岡市中野 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 

株式会社 サカイ引越センター岩手支社 盛岡市門 引越基本料金（運賃＋人件費）より２０％以上割引 ※３／１５～４／１５の期間は、割引対象外 

隆進堂 菊地表具店 盛岡市みたけ 粗品を進呈 

盛岡メガネサロン 盛岡市青山 フレーム 20％、単焦点レンズ 50％、遠近累進レンズ 20％割引 

 

交通安全活動協賛店で特典の提供 
 「交通安全活動協賛店」とは  

会員に対する特典を提供していただくことに

より、交通安全活動を支援してくれる店舗等のこ

とです。現在、県内には２００店ほどの協賛店が

あり、会員の皆さまは会員期間中、県内すべての

協賛店でご利用になれます。 

～交通安全協賛店の利用方法～ 「交通事故見舞金制度」とは  
協会員となられた皆さまが、交通事故により発

生から１８０日以内に死亡したとき又は身体に

所定の重度後遺症害（第 3 級以上）が生じたとき

若しくは継続して３０日以上入院したときにお

見舞金をお支払いする制度です。 

 

交通事故見舞金制度 

★ 適用を除外されるケースもあり

ますので、事前に交通安全協

会に問合せください。 

見舞金支払いの対象 

○ 会員及び会員と同居の１５歳以下の親族に適用になります。 

○ 交通事故証明書が発行されるすべての交通事故に対応します。 

○ 自転車の乗用中あるいは歩行中の交通事故も対象になります。 

○ シートベルトを有しない特殊車（農耕作業車等）も対象になります。 

チャイルドシート・ 
交通安全ＤＶＤの無料貸出し 

 

問合せ 
一般社団法人岩手県交通安全協会 
〒020-0881 盛岡市天神町 11‐1 
TEL：019‐652‐4597  

 

 

このマークが 
あるお店で 

 

 

会員証を 
提示する 

死亡弔慰金 

１０万円 
（親族５万円） 

重度後遺障害 

１０万円 
（親族５万円） 

入院見舞金 

５万円 
（親族３万円） 

 

 

優良運転者表彰制度 
 
 

１ 警察署長・地区交通安全協会長連名表彰 
・５年以上の運転経歴があること。 

・３年以上無事故・無違反であること。 
 

２ 県警察本部長・県交通安全協会長連名表彰 

・警察署長・地区交通安全協会長連名表彰を受け、 

１年以上経過していること。 

・１０年以上の運転経歴があること。 

・７年以上無事故・無違反であること。 
 

３ 「緑十字銅章」全日本交通安全協会長表彰 
 
４ 東北管区警察局長・東北交通安全協会長連名表彰 

 

 

 

「優良運転者表彰制度」とは  
会員の皆様は申請することにより、優良運転者

として段階的に左記の表彰が受けられる制度のこ

とです。受賞者は春・秋に開催される表彰式にお

いて、表彰状・記念品が授与され表彰されます。

基準に該当されて、受賞を希望される方は当協会

に申し出ください。なお、申請には無事故・無違反

証明書の添付が必要になります。 

 

 


