
とやま移住応援団登録事業者一覧 最終更新： 2022/11/17

所在地 電話 URL 割引内容 備考

引越事業者

富山県富山市赤田962-1 0120-388-141 https://www.hikkoshi-sakai.co.jp

《県外から富山県内に引越しをされる方》
・繁忙期間は10%割引（3/15～4/10）
・無料訪問見積りでお米1kgﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
・荷造り用段ボール最高50箱＋ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ無料ｻｰﾋﾞｽ

・引越基本料金20%割引適用外（3/15～4/15）
・全国全ての店舗でのｻｰﾋﾞｽですが、0120-388-
141へ連絡頂いた場合のみ対象。

東京都品川区東品川１－３－１０ 0120-0123-05 http://www.the0123.com/

《県外から富山県内に引越しをされる方》
・引越基本料金25％割引※繁忙期間は１０％割引（3/15
～4/10)
・荷造り用ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ最大50枚無料ｻｰﾋﾞｽ
・使用済みダンボール無料回収
・引越しご利用後１年間家具移動無料サービス（1回）

・引越基本料金25%割引適用外※繁忙期間（3/15～
4/10）
・0120-0123-05へ連絡頂いて「とやま移応援団」
サービスご利用の旨、お申し出ください。

自動車教習所

(一社）富山県指定自動車教習所協会 富山市高島６２番地富山県運転教育センター内 076-451-1153 http://www.tomijikyo.or.jp/

学校法人　富山自動車学校 富山県富山市新庄町85 076-492-5533 http://www.p-tds.net/toyama/ 普通教習料金10,000円割引

学校法人　高岡自動車学校 富山県高岡市蓮花寺735 0766-22-3950 http://www.p-tds.net/takaoka/index.htm

学校法人　北日本自動車学校 富山県富山市五福　4186 076-441-1741 http://kitaniti.com/

学校法人　氷見自動車学校 富山県氷見市窪　1850 0766-91-2255 http://himijikou.jp/

学校法人　小矢部自動車学校 富山県小矢部市野端３０３ 0766-67-0180 http://www2.tst.ne.jp/ods/

学校法人　黒部自動車学校 富山県黒部市犬山54 0765-52-1352 http://www.p-tds.net/kurobe/index.htm

学校法人　高新自動車学校 富山県高岡市能町　1789 0766-23-3377 http://www.kohshinjidosha.com/

有限会社　北陸自動車学校 富山県高岡中保　75 0766-31-0130 http://www.hokuriku-ds.co.jp/

株式会社　呉羽自動車学校 富山県富山市本郷　2444 076-434-1222 http://www.908-jico.com/

学校法人　南砺自動車学校 富山県南砺市高宮6480 0763-52-3000 http://www.nanto.ac.jp/

株式会社　富山自動車技術研究所
富山県中央自動車学校

富山県富山市婦中町田島１１２２ 076-466-3333 http://chuo-driving.com/

学校法人　礪波自動車学校 富山県砺波市鷹栖出860 0763-32-2707 http://www.p-tds.net/tonami/index.htm

学校法人　入善自動車学校 富山県下新川郡入善町田中111 0765-72-0636 http://www.p-tds.net/nyuzen/index.htm

学校法人　滑川自動車学校 富山県滑川市菰原168 076-475-1100 http://www.p-tds.net/namerikawa/index.htm

株式会社　富山県第一自動車学校 富山県射水市小島　715 0766-52-0722 http://td-driving.com/

株式会社　富山中部　自動車学校 富山県富山市町村　59 076-423-3214 http://toyamachubu.com/

レンタカー

トヨタモビリティ富山株式会社 富山市千歳町2-5-26 076-432-4141

富山空港 富山市秋ケ島８１－３ 076-429-8888 http://www.ｒtoyama.co.jp/
基本料金から20%割引
ただし､軽自動車、エコノミー、W1、V0、T0、T1は除く。他
の割引との併用不可

富山駅前 富山市宝町１－１－１２ 076-433-0100

富山 富山市本町６－１８ 076-432-0100

高岡 高岡市東上関３２６ 0766-21-0100

新高岡駅前店 高岡市下黒田3016 0766-26-1070

トヨタレンタカー黒部宇奈月温泉駅前 黒部市若栗３２５５ 0765-52-0100

ニッポンレンタカー

富山駅北口営業所 富山市牛島町24-5 076-441-1022
レンタカー基本料金20%割引
（普通車１３００ｃｃクラス以上対象）

富山空港営業所 富山市秋ケ島91-1 076-495-3138

新高岡北口営業所 高岡市京田633 0766-27-0919

日産レンタカー（富山日産自動車株式会社） 

富山駅前店 富山市宝町1-4-7 076-442-2317 https://nissan-rentacar.com/
基本料金５％～30％割引
（車両クラスによる）

富山空港店 富山市秋ケ島155-6 076-428-2317

新高岡新幹線駅前店 高岡市下黒田1804-1 0766-23-5523

黒部宇奈月温泉新幹線駅前店 黒部市若栗2804 0765-32-3723

自動車の陸送・輸送、廃車買取、中古車個人売買

大阪府大阪市西区南堀江1−1−14
四ツ橋中埜ビル4F

06-6484-6518 https://union-eternity.co.jp

ハイシャル 廃車買取り 0120-932-037 https://haishall.jp/
・普通自動車の買取価格＋1万円
・軽自動車の買取価格＋5000円

★お電話口で「移住支援特典を見て。」とお伝えくだ
さい。成約後の利用は不可となります。
※書類の郵送時にカードのコピーを同封してくださ
い

車陸送.com 車の陸送、輸送サービス 0120-932-524 https://car-rikusou.com/ 陸送・輸送料金から3,000円割引
★お電話口で「移住支援特典を見て。」とお伝えくだ
さい。成約後の利用は不可となります。カードの画
像をメールもしくはFAXで送信してください。

クリマ 中古車の個人売買 0120-932-591 https://kuruma-furima.jp/

購入者：サイト内で車の購入が成立した場合、手数料か
ら2,000円割引
出品者：サイト内で車の売却が成立した場合、手数料か
ら2,000円割引

★お電話口で「移住支援特典を見て。」とお伝えくだ
さい。成約後の利用は不可となります。カードの画
像をメールもしくはFAXで送信してください。

定額カーリース

https://carmo-kun.jp/

https://carmo-kun.jp/immigration/

東京都品川区東五反田1-24-2
JRE東五反田一丁目ビル7F

0120-559-442
（特典サービスの提供期間）
移住日を起点として前後1年間の間に契約された方

移住・定住を機に、カーリースサービス「定額カルモくん」
をご契約いただいた方に、「定額カルモくん」から移住応
援金としてキャッシュバックをいたします！キャッシュバッ
ク金額は最大で11万円以上！

社名・事業者名

株式会社　サカイ引越センター　北陸法人課

アート引越センター株式会社

ユニオンエタニティ株式会社

ナイル株式会社 定額カルモくん
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所在地 電話 URL 割引内容 備考社名・事業者名

不動産

株式会社アルプス 富山市一番町6番12号 076-422-9265 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

有限会社末広地所 高岡市末広町50-14 0766-28-3111 賃貸物件家賃・仲介手数料割引

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 仲介手数料10%割引

山徳不動産開発株式会社 射水市三ケ１５２５ 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。

有限会社ハウジングサカイ 高岡市清水町３－４－２９　 0766-25-1904 http://www.nijinokai.jp/sakai/ 売買・賃貸ともに仲介手数料を１０%割引

株式会社スギモリ 中新川郡立山町利田２４７７ 076-463-0660 http://www.sugimori.co.jp/ 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 仲介手数料割引

株式会社前田商会不動産サービス　

清水店 富山市清水町4-1-7 076-422-3598 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

駅南店 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
アルビス婦中速星店内

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

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 http://www.hakken.net
賃貸物件をご契約の方に、カード提示でクオカード3,000
円分をプレゼント

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15-12 076-420-3336

株式会社とやまサンホーム 【売買】媒介手数料10％割引

0800-200-1350(売買）
【賃貸】媒介手数料30％割引
（管理物件以外は、10％割引）

0800-200-1360（賃貸）

0800-200-1340（リフォーム） 【リフォーム】通常見積額の5％割引

高岡店 高岡市京田49 0800-200-7455 【買取】通常買取額の３％アップ（上限30万円）

アットホーム株式会社 小矢部市野端86 0766-68-2556 http://www.athomeoyabe.com 仲介手数料割引

株式会社オリバー

オリバー建築設計/オリバー不動産 富山市二口町4-4-4 076-405-9925 https://oliver-gr.co.jp/ 新築時に建築物本体価格のお見積り金額より5％割引

オリバーリフォーム富山 富山市二口町3-2-14 076-492-6628 https://oliver-architect.jp/
中古住宅の購入時にお見積金額より3％割引（所有物
件）

オリバーリフォーム富山北 富山市上赤江町1丁目1-45 076-482-3128 https://www.oliver-fudousan.jp/ 仲介手数料の50％割引

オリバーリフォーム高岡 高岡市昭和町1丁目1-1 0766-25-2873 https://www.oliver-reform.jp/ 住宅のリフォームや修理の際にお見積金額より5％割引

ガイソー富山店 富山市上飯野9-3 076-482-4173 https://www.gaiso-toyama.co/ その他、土地・建物の売買金額の優遇

富山店 富山市太郎西町１－７－９

http://www.t-sunhome.co.jp/
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不動産

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10-6 076-423-0844 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 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 射水市二口 2416 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。

株式会社島崎ファイナンシャルプランナー事務所　住まいの窓口富山南店 富山市上袋100-1アピタ富山店1階 076-493-9161 https://s-madoguchi-minami.com/
ご成約の際、最大3万円の商品券をプレゼント。契約金額
によって変わります。

堀田建築綜合研究所 一級建築士事務所 富山市婦中町響の杜401-55
076-482-5355
090-2125-2158

https://architecture-firm-rfa.business.site/ 随時ご相談に応じます。 一級建築設計事務所、宅地建物取引業

宿泊施設等

鳥越の宿　三楽園 砺波市庄川町金屋839番地 0763-82-1260 http://www.sanrakuen.com/ お一人さまに付ソフトドリンク1本サービス

（有）民宿　いけもり 氷見市指崎1632 0766-74-6123 http://www.himi-ikemori.com 基本料金から10％割引

五箇山温泉国民宿舎　五箇山荘 南砺市田向333-1 0763-66-2316 http://www.gokasansou.com 基本料金から2,000円引

（株）スカイホテル

スカイホテル魚津 魚津市駅前新町4番2号 0765-24-9333 http://skyhotel-uozu.jp/

スカイホテル魚津アネックス 魚津市駅前新町3番1号 0765-24-9339 http://annex.skyhotel-uozu.jp/

スカイホテル滑川 滑川市辰野1375 076-475-8833 http://skyhotel-namerikawa.jp/

ゲストハウス縁～えにし～ 富山市奥井町１０－２４ 076-464-6676 http://toyama-backpackers.com/ 基本料金から１000円引

売薬宿屋山キ 富山市東岩瀬町１８３ 076-461-4894 https://www.sharelife-toyama.com/yamaki/ 基本料金から１000円引

プライベートハウス永楽町 富山市永楽町２１－２４ 076-403-2943 https://www.sharelife-toyama.com/stay/privatehouse_eirakucho/ 基本料金から１000円引

とやま自遊館 富山市湊入船町9番1号 076-444-2100 http://www.jiyukan.or.jp/
レストランにてお食事された方1名につき、オレンジジュー
ス1杯無料

庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり 砺波市庄川町金屋3531 0763-82-1253 http://yumetsuzuri.com/ お一人様につきソフトドリンク1本サービス

大佛旅館 高岡市大仏町1276 0766-21-0075 http://www1.coralnet.or.jp/buddha/ 電話での直接予約に限り、宿泊代5%割引

教育

塾選び富山　(株式会社とやまなび） 富山市秋吉163-1 ファースト秋吉Ⅲ 1F 076-461-8517 http://jyukuerabi.com/ 入塾料割引 相談無料

ビジネス

コワーキングスペース　ＴＲＩＯ 富山県滑川市常盤町1117-2 076-476-2635 http://trio.namerikawa-design.org/
コワーキングスペース利用、初回無料
（参考料金：１回500円）

当日宿泊料金から1人500円引き（連泊の場合、1泊目の
み）
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