とやま移住応援団登録事業者一覧
社名・事業者名

所在地

電話

URL

割引内容

備考

不動産
富山市一番町6番12号

076-422-9265

有限会社末広地所

高岡市末広町50-14

0766-28-3111

富山不動産情報センター

富山市古鍛冶町6-2

076-493-0008

http://toyamafd.com/

・当社指定物件のご入居月家賃等を最大1か月を無料ｻｰﾋﾞｽ
・ご成約の方にQUOカード3,000円分プレゼント

有限会社エイキFUDOSAN

富山市新庄本町3-1-13

076-471-5945

http://www.eiki-kk.com/

仲介手数料（０円～80％）、諸費用相談、入居月家賃0円

有限会社中村不動産

高岡市中川本町 8-4

090-3298-0168

賃貸物件 家賃・仲介手数料割引

浦本不動産有限会社

富山市婦中町成子145

076-465-2103

仲介手数料無料
コシヒカリ玄米１２０㌔ｻｰﾋﾞｽ

大信建設興業株式会社

富山県下新川郡入善町入膳3957ｰ2

0765-74-0304

http://www.dai-sin.com/

仲介料等７割引

ViVi不動産株式会社

富山市大町230-1

076-482-2577

http://vivi-f.jp/

正規仲介手数料より５%割引

有限会社トラストホーム

高岡市蓮花寺33-6

0766-26-6262

http://www.trusthome.info

媒介手数料の10%引き

有限会社松栄地所

氷見市鞍川1426

0766-74-5686

山徳不動産開発株式会社

射水市三ケ１５２５

有限会社ハウジングサカイ

高岡市清水町３－４－２９

株式会社スギモリ

www.kk-alps.co.jp

・自社物件・自社管理物件・仲介手数料無料
・自社物件賃料割引

株式会社アルプス

賃貸物件家賃・仲介手数料割引

仲介手数料10%割引

0766-55-0080

http://www1.coralnet.or.jp/yamatoku/

成約時点で仲介料の割引、往来のための交通費等で優遇いたします。

0766-25-1904

http://www.nijinokai.jp/sakai/

売買・賃貸ともに仲介手数料を１０%割引

中新川郡立山町利田２４７７

076-463-0660

http://www.sugimori.co.jp/

賃貸物件家賃割引 不動産手数料無料

不動産ワークス合同会社

魚津市上村木1-10-5

0765-33-4501

http://www.re-works.com/

売買・賃貸ともに仲介手数料を１０%割引

株式会社赤井建設

射水市海老江七軒1491

0766-86-0071

http://www.akai3.com/

大工工事代（大工工料）1日分無料。但し材料費は別途。

株式会社ディライト ピタットハウス富山東店 富山市山室340-2

076-494-1717

https://www.d-heyanavi.com

仲介手数料割引

有限会社庄甚

小矢部市本町3-50

0766-67-1227

清水店

富山市清水町4-1-7

076-422-3598

駅南店

仲介手数料割引

株式会社前田商会不動産サービス
http://www.maeda-syoukai.co.jp/company/index.html

①当社管理物件成約の場合、入居月賃料無料
②仲介手数料20%割引

富山市東田地方1-2-1ﾌﾛﾝﾃｨｱｲｰｽﾄ１F

076-431-3733

アパマート 有限会社イワクラｊＰ

富山市稲荷元町2-11-1アピア１Ｆ

076-433-0507

http://apamart.jp/

仲介手数料半額～無料

株式会社シティ・コネクション

黒部市石田918-1

0765-52-1220

http://kurumayahudousan.web.fc2.com/

仲介手数料の20%引き

株式会社ベスト

富山市町村194-1

076-482-5011

http://www.v-est.com/

賃貸住宅ご成約の方、住宅を購入頂いた方にご当地グッズをプレゼント
します。

有限会社ホームサポートオダケ

射水市西高木1184

0766-50-1631

http://www.homesupport-odake.co.jp/

売家・賃貸住宅の割引。物件毎に個別相談

オダケホーム株式会社

射水市西高木1184

0766-55-4100

http://www.odakehome.co.jp/

売家・賃貸住宅の割引。物件毎に個別相談

あおばエステート株式会社

富山市掛尾町452

076-413-3555

http://aoba-e.com/

賃貸物件家賃割引
仲介手数料割引

株式会社イシサカ地所

富山市西長江3-7-43

076-423-7033

http://www.e-ishisaka.com/

賃料10%の割引、又は仲介手数料50%割引。但し、物件は限定されます。

ハウジングマーケット㈱ハウスドゥ！婦中店

富山市婦中町速星1070-1
婦中ショッピングセンターパピ内

076-461-7078

http://toyamanishi-housedo.com/

引越料金割引（自社と提携事業者利用の場合）
仲介手数料割引

R＋house 富山西・射水

射水市海老江七軒１４９１

0766-86-0071

http://rplushouse-toyamawest.com/

大工工事代（大工工料）1日分無料。但し材料費は別途。

田組株式会社 ピタットハウス富山高岡店

高岡市能町９１０-９

0766-54-6073

http://www.himimoku.com

引越料金割引（自社と提携事業者利用の場合）
仲介手数料割引

ホームメイトＦＣ富山婦中店 エクセレント株式会社 富山市婦中町速星957

076-466-0007

http://www.homemate-fc-toyama-fuchu.com/

仲介手数料割引

合同会社シェアライフ富山

富山市奥井町１０－２４

076-461-4894

https://www.sharelife-toyama.com/

シェアハウス入居初期費用1万円引き
その他賃貸アパート等仲介手数料50％引き

株式会社アディック

富山市問屋町2丁目10－19

076-400-7757

http://www.adc-home.com

工事価格の５％値引き

株式会社ワプラス

富山市三番町3-2-2F

076-482-5757

http://www.waplus.co/

仲介手数料無料

賃貸物件家賃割引は、平成２８年度内

とやま移住応援団登録事業者一覧
社名・事業者名

所在地

電話

URL

割引内容

朝日不動産株式会社
アパマンショップ富山南店

富山市今泉西部町3-9

076-482-6677

アパマンショップ富山駅北店

富山市牛島新町1-1

076-482-3388

アパマンショップ富山婦中店

富山市婦中町下轡田446-1

076-466-3388

アパマンショップ富山大学前店

富山市五福2251-1

076-441-8111

アパマンショップ富山山室店

富山市秋吉152-2

076-423-0777

アパマンショップ富山東店

富山市上飯野40-5

076-452-0033

アパマンショップ高岡リール店

高岡市京田625

0766-26-0088

アパマンショップとなみ店

砺波市新富町2-22 新富エスワンビル1F

0763-58-2133

アパマンショップ射水小杉店

射水市三ヶ2771-1

0766-57-0880

アパマンショップ魚津店

魚津市住吉548-1

0765-32-5588

お部屋ハッケン物語 富山堀川本郷店 富山市堀川本郷15-12

http://www.asahi.ac/

ご成約時、カード提示でクオカード3,000円分進呈

076-420-3336

株式会社とやまサンホーム
富山店

【売買】媒介手数料10％割引
富山市太郎西町１－７－９

0800-200-1350(売買）
http://www.t-sunhome.co.jp/
0800-200-1360（賃貸）
0800-200-1340（リフォーム）

高岡店
アットホーム株式会社

高岡市京田49

0800-200-7455

小矢部市野端86

0766-68-2556

http://www.athomeoyabe.com

【賃貸】媒介手数料30％割引
（管理物件以外は、10％割引）
【リフォーム】通常見積額の5％割引
【買取】通常買取額の３％アップ（上限30万円）
仲介手数料割引

塩谷建設株式会社 ピタットハウス富山駅北口店 富山市牛島本町2-7-8

076-411-9311

株式会社オリバー
オリバー建築設計/オリバー不動産
オリバーリフォーム富山
オリバーリフォーム富山北
オリバーリフォーム高岡
ガイソー富山店

富山市二口町4-4-4
富山市二口町3-2-14
富山市上赤江町1丁目1-45
高岡市昭和町1丁目1-1
富山市上飯野9-3

076-405-9925
076-492-6628
076-482-3128
0766-25-2873
076-482-4173

コーポレートサイト
オリバー建築設計
オリバー不動産
オリバーリフォーム
外装リフォームのガイソー

株式会社リボン

射水市三ヶ2279-6

0766-57-0808

https://www.ribbon-reborn.com/

・富山県内の不動産ご紹介の仲介手数料基本料金から５％オフ
・射水市内であれば不動産ご紹介の仲介手数料基本料金から１０％オフ

正栄産業株式会社
イエステーション富山中央店

富山市二口町5丁目10-6

ご成約の方QUOカード5,000円分プレゼント

https://oliver-gr.co.jp/
https://oliver-architect.jp/
https://www.oliver-fudousan.jp/
https://www.oliver-reform.jp/
https://www.gaiso-toyama.co/

新築時に建築物本体価格のお見積り金額より5％割引
中古住宅の購入時にお見積金額より3％割引（所有物件）
仲介手数料の50％割引
住宅のリフォームや修理の際にお見積金額より5％割引
その他、土地・建物の売買金額の優遇

076-423-0844

http://www.shoei-fudousan.net/

仲介手数料10％割引

株式会社ニュートラル ハウスドゥ！富山東店 富山市新庄町91番地

076-491-6619

https://toyamahigashi-housedo.com

・引っ越し料金割引（提携事業者利用の場合）
・仲介手数料割引

株式会社親交開発

0766-75-4552

https://www.shinkoshinko-dev.jp/

・仲介手数料を最大 50％割引 き
・県外出身者のコミュニティ があります。 当社を入口に気軽にご参加くだ
さい。

射水市二口 2416

備考

