イベント

店名・施設名

ああるええ企画

所在地

徳島市出来島本町1-36-5

TEL

特典サービス

088-633-0506

移住前、移住後1年以内の方を対象に、
ああるええ企画が主催する
有料イベント参加料10％引き

親子＆無料イベント、楽しいイベント発信中！
New

イーツアンドユー

徳島市沖浜東1-28-2-301

088-679-8659

弊社が開催する出逢いパーティーの参加料金10％OFF

撫養町小桑島字西浜10-24

088-685-5184

メンテナンス無料、
アフター完全対応

徳島市川内町小松東75-8

088-665-9082

増改築、
インテリア改修など建築に係る相談承ります。

徳島市川内町大松771−1

088-678-3010

住宅リフォーム・リノベーション相談無料
お見積りご依頼の方に粗品プレゼント！

0883-36-2966

お見積りご依頼の方にサーモグラフィーによる断熱検査無料

「とくしま移住サポート企業」は、
徳島県への移住・交流を希望する
「とくしまで住み隊」会員へ
お得な「おもてなし」サービスを提供します。

徳島で人生のパートナーを見つけましょう
！

リフォーム

株式会社ウザワ
（株）
川建設計
協同組合スーパーウッディシステム 川内営業所
（株）
敬工務店

阿波市市場町犬墓字大北93番地3

サービス内容詳細は、各企業にお問い合わせください。追加情報は徳島県ホームページ移住サイトに掲載します。
平成31年3月7日現在

店名・施設名

雇用

「徳島すぎ」
で地域に根ざした理想の家づくり

弾とくしま 田中建設株式会社
（株）
ナイスリフォーム徳島本店

徳島市大松町榎原外77-29

088-678-3022

リース料金1ヶ月分サービス、住宅リフォームを行っています
バス・キッチン・
トイレ・洗面ユニット・エコ給湯器・IHクッキングヒーター等
の製品をリース販売しています 最高10年 120回払い

海部郡牟岐町大字中村字大谷66番地

0884-72-0176

会員でリフォームの規模、金額により、
オーダーメイドの
ダイニングテーブルプレゼント

徳島市北沖州2-9-18

088-664-8811

お見積ご依頼の方に粗品プレゼント！
ご契約の方には、
まごころリフォームのサービスをご提供！

板野郡藍住町奥野字乾128-1

088-692-0031

阿南市日開野町谷田486-1

0884-21-0830

板野郡上板町七條字一里山ノ上26-1

088-694-2497

古民家で健康に楽しく暮らす知恵あります！

徳島市南矢三町3-3-29

088-632-1351

（株）
日本政策金融公庫徳島支店
介護

健祥会グループ

新築住宅ご成約の方、
1組様限定で、地震計「ラズベリーシェイク」
を
無料でご提供いたします。 ※2019年9月30日まで

三好市池田町シンマチ1466

0883-72-1180

打合せ時に仲介手数料無料、帰省時の宿泊費・レンタカー費の補助、
地元物産のおみやげ、工事契約時にオプション工事プレゼント
※特典サービスは今後移住希望者のニーズを踏まえた上で変更する場合あり

小松島市江田町字敷地前79-1

088-669-1226

住宅リフォーム・リノベーションの相談無料

徳島市東新町1-29

0120-106-023

徳島県へ移住される方又は移住後５年以内の方を対象に、住宅ローン3年固定2.30%
→0.75%、5年固定2.70%→1.00%、10年固定3.00%→1.20%、
リフォームローン
3.225%→2.825%、ワイドローンフリープラン9.50%→7.50%、ワイドローンマイカープ
ラン4.60%→3.50%、ワイドローン教育プラン3.10%→2.10%

板野郡藍住町奥野字東中須88-1
（ゆめタウン徳島1F）
徳島市中洲町1-58
徳島市国府町東高輪字天満356-1

088-692-8899
088-622-7271
088-642-8118

徳島と出会おう
！健祥会と出会おう
！

デイサービスゆうき

徳島市庄町 2-22-1

088-632-8650

那賀郡那賀町百合字石橋500-3

0884-63-0138

地域活性化のため社会貢献する会社です

葬儀
飲食店

阿南セレモニーホール サンセリテ
有限会社ヤラカス
New 一鴻本店
徳島県産の食材にこだわって提供しています。
New

一鴻駅前店
焼肉楽屋

徳島県内で創業をお考えの方に冊子「創業の手引き」
をプレゼント。
東京23区、大阪市ほか所定の都市からのUターン等により徳島県内で
創業する方は、特別利率Aを適用。
サービス付き高齢者住宅の敷金無料 ※故意・過失による破損の場合は現状回復に要する
費用をご負担いただきます。 「グループ事業所への雇用」 ※Ｉターン20万円・Ｕターン5万円の
介護施設提供の昼食
（お一人様1回のみ）
を無料試食
※2021年3月3日まで、施設営業日の1日5名様限定

入居者の県外所在地から徳島までの交通費を負担。
また、徳島市から社用車での迎え。
さらに敷金3ヶ月分免除。

Cafe polestar

徳島の食材を使い季節感ある料理を提供します。

グループ企業への雇用

（株）
マルニカンパニー

0884-73-1340

グループ企業への雇用

（株）
丸本

海部郡海陽町大井字大谷41番地

0884-73-1500

グループ企業への雇用

阿南市才見町旭越山68番地

0884-23-2850

雇用/面談の上決定（機械設計・電機設計・メンテナンス・営業/英会話必須）

大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8-8

06-6886-8111

徳島工場での雇用
（丸本グループ内）

徳島市鷹匠町3-14

088-655-6999 ・経営コンサル：初回相談料無料！

Ｌ．
Ａ．
Ｐ-Love Arch Production

・婚活支援：初回参加料半額

徳島に移住される方を手厚くサポート！

阿南第一ホテル

阿南市富岡町西池田口14-1

0884-22-6622

チェックイン時コーヒーサービス（23時まで）現金でお支払いの場合定価から500円off

油屋美馬館

美馬市穴吹町市ノ下100-6

0883-53-7733

宿泊料5%off ※会員証発行から1年間

阿波観光ホテル

徳島市一番町3-16-3

088-622-5161

宿泊料金10%off

阿波の国・昴宿よしの

徳島市一番町3-18

088-654-2255

ウェルカムドリンクサービス

神山温泉ホテル四季の里

名西郡神山町神領本上角80-2

088-676-1117

1泊2食でご利用の方に神山すだちサイダー1本プレゼント
※GW，
8/12〜8/16，
12/30〜1/3を除く。

三好市山城町西宇1644-1

0883-84-1216

チェックイン時に大歩危峡遊覧船2割引券進呈

剣山ホテル

徳島市南内町2-11

088-654-3331

ウェルカムドリンクサービス

新祖谷温泉 ホテルかずら橋

三好市西祖谷山村善徳33-1

0883-87-2171

夕食時にお酒（1合）、
ジュース、
ウーロン茶のいずれかお一人様1本サービス

徳島グランドホテル偕楽園

徳島市伊賀町1-8

088-623-3333

宿泊料金1泊2食10%off ウェルカムコーヒーサービス

土柱ランド新温泉

阿波市阿波町桜ノ岡165

0883-35-3431

ウェルカムドリンクサービス

ホテルコスモス徳島

徳島市中央通2-35-4

088-622-2001

宿泊の方にすだちジュースプレゼント

0884-22-3030

サンセリテ友の会入会金サービス、事前相談会、
エンディングノートサービス

徳島市両国本町1-27

088-622-6384

ヤラカスクラブ入会金サービス、
エンディングノートプレゼント

ホテルサンシャイン徳島

徳島市南出来島町2-9

088-623-2311

一鴻秋田町本店、一鴻駅前店、焼肉、
ホルモン楽屋での御飲食
代金の5%オフ

088-622-2333

宿泊料金正規料金より10%off ※会員証発行から1年間

徳島市仲之町1-46
アクティアネックス2F

ホテル千秋閣

徳島市幸町3-55

088-622-9121

レストランワンドリンク無料チケット

みどり旅館

小松島市小松島町字外開7-5

0885-32-3633

お一人様ウーロン茶1本プレゼント

リゾートホテルモアナコースト

鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16

088-687-2255

ウェルカムドリンクサービス

ロイヤルガーデンホテル

阿南市富岡町あ王谷52-2

0884-23-3838

ウェルカムドリンクサービス

昔暮らし体験宿 カジヤ祖谷浪漫亭

三好市東祖谷京上141番地

090-5144-9277

ウェルカムドリンク
（古酒）
サービス
移住についてのアドバイス

海部郡美波町奥河内字本村16-2

0884-77-0575

1名1泊3,000円でご宿泊いただけます。
長期滞在や4名以上のご家族の利用で割引あり。

㈱ＲＫ

徳島市国府町和田字表17-4

088-677-6444

家賃割引5%〜20%、
引越料金割引5%〜10%

アセットコンサルタント不動産㈲

板野郡北島町北村字新川屋42-5

088-679-6001 （賃貸・売買）
仲介手数料50％OFF
オリジナタオル＋オリジナルボールペン又はオリジナルカレンダー贈呈

徳島市寺島本町東3-12-8
徳島市富田町2丁目31

ホテル千秋閣は、皆様の移住を応援します。

088-678-5995
088-624-5522

是非あなたもモアナ村の一員になってね。

板野郡北島町中村字寺裏8-1
クレール北島1F

088-697-3678

プチケーキorシャーベットプレゼント※会員証発行から1年間

宿泊者様には移住体験レクチャー致します！

阿南市吉井町皇神7-３
勝浦郡上勝町大字福原平間32-1

「上勝を五感で感じる」が当店のコンセプトです。

日本料理増田

0884-73-3212

阿南市富岡町西池田口14-1

090-2820-8050 ランチお召し上がり時にコーヒーをサービスいたします。

ハム・ベーコンやチーズケーキを手作りで
New

海部郡海陽町大井字大谷41番地
海部郡海陽町大井字大谷60番地

ビジネス＆観光で実り豊かな収穫をゲッツ!!

徳島市東新町1-27

0885-46-0338

ランチご注文のお客様にランチコーヒー無料提供
（当店オリジナルブレンドコーヒー）

090-4472-4500 デザート1人に1品プレゼント

お試し
不動産
居住施設

CAFE Boscobel

雇用/面談の上決定
（機械設計、制御設計）

自然豊かな大歩危峡へ是非お越し下さい。

気軽に召し上がって頂けるイタリアンです。
New

0884-23-3457

峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか

徳島県産の食材にこだわって提供しています。

イタリアンダイニング
QUEEN ANNE HILL

阿南市宝田町今市柳タイ１番地

徳島市内より車で35分。疲れたら温泉リゾート。

徳島県産の食材にこだわって提供しています。
New

１．
加盟店契約に関わる交通費負担 ２．
その際の宿泊費を１泊１万円まで負担
３．
引越し代金負担 ※当社規定に基づき支給
特典サービスの条件・従前の住所から開業店舗への道なり最短50㎞以上の
転居を伴うこと ・店舗開業すること

大隆精機株式会社

特典サービス
・正社員雇用
（有期契約後）
（機械設計、電気設計、
システムエンジニアリング、
メンテナンス）

阿波弁でおもてなし。地域密着型ホテル。

就職支度金制度あり ※2020年3月31日までに申込があった場合

四季を感じる手作りの御食事が自慢です。

那賀町に光を照らす高齢者住宅

087-811-3350

（株）
わんわん

見積無料、
工事費の割引

宿泊施設

金融

あわぎんゆめプラザ

香川県高松市サンポート2-1
高松シンボルタワーサンポート
ビジネススクエア21階

森田技研工業株式会社

快適な家で楽しく暮らしてください。

あわぎん相談プラザ新町

088-631-9266

移住UIターンで独立開業される方を応援

一級建築士による空き家・土地アドバイス…無料
住宅医による空き家診断
（劣化・耐震診断）
…5000円引き
住宅医による詳細調査（劣化・耐震・地盤・維持管理・断熱・火災）…1万円引き

0883-24-1233

住環境総合企業としてトータルサポート可能

株式会社山田工務店

喜多機械産業株式会社

農事組合法人だんだんファーム

吉野川市鴨島町牛島1572-1

ええとこでよ とくしま住んでみな！

丸浦工業株式会社不動産部

グループ企業への雇用
・雇用
・移住を受け入れている
「とくしま移住サポート企業」への
レンタル料金、当社取扱い商品の割引

New

リフォームならフレッセにおまかせください！

株式会社松島組

0884-73-3600

徳島市庄町3丁目16番地

（株）
セブン-イレブン・ジャパン
高松事務所

経営コンサル・
不動産・
イノベーション・
婚活支援・芸術・
ベンガルキャット
専門ブリーダー

フレッセ
（全徳島建設労働組合）

海部郡海陽町大井字大谷11番地

New

リフォーム実績四国１番！にお任せください。

プリズム建築設計室

オンダン農業協同組合

株式会社岡部機械工業

For people, nature and the future

リフォーム実績四国１番！にお任せください。

（株）
ナイスリフォーム阿南店

TEL
0884-22-2750

UIJターンで阿南で働きたい方、大歓迎です！

リフォーム実績四国１番！にお任せください。

（株）
ナイスリフォーム藍住店

所在地
阿南市才見町旭越山25番地1

New

すごすぎる性能の家建ててます！

四国電機有限会社

ご利用時には、
「とくしまで住み隊」
会員の会員証を
ご提示ください。

移住交流施設「やまさき」
移住希望の方は気軽にお問合せください。

首都圏から徳島の土地建物情報や不動産相談

TEL

特典サービス

有限会社アットワークス

徳島市大原町千代ヶ丸山7-75

088-636-1151

徳島の名所旧跡を無償でご案内

吉野川市鴨島町上下島81-6

0883-22-2000

阿波市阿波町西長峰125−1

0883-36-7123

徳島市山城西2-10

仲介手数料10%OFF
088-654-8088 （賃貸）

女性ならではの細やかさで物件ご紹介します。

太陽光発電の無料相談 賃貸家賃割引
入居の場合、農地・
トラクタの使用無料

有限会社ゼン建

小松島市中田町字狭間21
阿波市市場町大俣字久光28

0885-32-1221
0883-36-4111

40歳までの演歌歌手に家賃無料アパート提供 ※最長3年間
（賃貸）
仲介手数料無料 ※会員証発行から3ヶ月間

088-685-1141

徳島市沖浜東3丁目65-2

引越し

仲介手数料20％〜OFF
一部物件は仲介手数料全額OFF

駐車場

鳴門市撫養町南浜字東浜505

お気軽にお問い合わせ下さい！

株式会社東京不動産
アパマンショップ徳島沖浜店

088-622-1141

徳島市応神町古川字日ノ上3

仲介手数料無料
088-665-5847 （賃貸・売買）

阿南市日開野町筒路12-1ウィル2-1階

仲介手数料無料
0884-24-8823 （賃貸・売買）

088-674-7816

引越料金割引、
ご成約者様に
（賃貸・売買）
仲介手数料10%OFF、
キッチン用品プレゼント
（粗品）
、各種料金割引
（応相談）

板野郡藍住町笠木字中野106

088-692-8867

徳島市北沖洲2-9-18

仲介手数料10%OFF、
リフォーム見積もり無料、
088-664-8877 （売買）
初回来店時粗品進呈

板野郡藍住町奥野字乾128-1

088-692-0051

徳島市北田宮4-4-7

引越料金値引きあり、
仲介手数料50〜100％ＯＦＦ、
088-679-8644 （賃貸）
首都圏から徳島の土地建物情報や不動産相談

中古住宅を探す・リフォームするなら当社へ

㈱プラスナイス 藍住・北島店

徳島県内全域カバー！お部屋探しは当社へ

株式会社ＲＯＯＭ ＮＡＶ
Ｉ藍住店

板野郡藍住町徳命前須西97-1

仲介手数料20％ＯＦＦ
088-678-7992 （賃貸）

皆様の徳島での住まい探しをサポート！

株式会社ROOM NAVI 徳島店

徳島市福島1-10-70

088-677-9077

徳島市寺島本町東3-12-6

088-655-0272

契約金2万円引き

板野郡北島町江尻字妙蛇池67-1

088-698-3751

仲介手数料50〜100％OFF
引越料金値引あり ※2019年12月31日まで

有限会社オートアンドパル

阿波市阿波町中坪268-1

0883-35-6665

レンタカー
（基本料金より）
20％OFF、車検工賃
（基本料金より）
20%OFF、各種整備工賃20%OFF

オリックスレンタカー徳島中央店

徳島市徳島本町1-13

088-657-6388

基本料金20％OFF

皆さまの徳島での住まい探しをサポート!

㈱レオパレス21
仲介手数料不要! 家具家電付きのお部屋あり!!

株式会社Ｒenハウジング

板野郡松茂町豊久字朝日野15-8

088-699-5658

タイムズカーレンタル徳島中央店

徳島市中洲町1-54

088-653-5656

㈱トヨタレンタリース東四国徳島店

徳島市仲之町1-18

088-652-0100

基本料金20％OFF ※他のサービスと併用不可。
12/28〜1/3、4/28〜5/5、8/10〜8/16を除く。

相談

タイムズカーレンタル徳島空港前店

基本料金20％OFF

徳島空港ビル株式会社

板野郡松茂町豊久字朝日野16-2

088-699-2831

徳島バス株式会社

会員証と航空機利用を証明できるもの
（航空券等）
をご提示頂いた方
に藍染コースターをプレゼント
※対象商品が無くなりしだい、提供商品を変更いたします。

当社が運行する一般路線バス定期券料金の10％OFF
（徳島市内区間および徳島市受託路線を除く）

徳島市出来島本町1-25

088-622-1811

オーシャントランス㈱

徳島県徳島市東沖洲2丁目66番2

088-636-0109

旅客・車両運賃20%OFF※北九州⇔徳島、東京⇔徳島航路（有人に限る）、
他の割引との重複不可。徳島発東京行：5/4〜5/8、8/12〜8/20、1/3〜1/6及び
東京発徳島行：4/27〜5/2、8/3〜8/13、12/27〜12/30を除く ※2020年3月まで

南海フェリー㈱

徳島市南沖洲5-7-39

088-636-0750

旅客・車両運賃10%OFF ※会員証発行から1年間

有限会社小富モータープール

徳島市秋田町1丁目51-1

088-622-8600

駐車

アート引越センター

愛媛県松山市土居田町415-1

※会員証発行から1年間

徳島への移住はアートにおまかせください。

1時間 無料 ※会員証発行から3年

0120-08-0123
基本作業
（車輛費＋人件費）
×30％OFF ※3/16〜4/10は除く
（受付）、089-9460123（問合せ）
088-665-5066

段ボール10枚、赤帽オリジナルタオルプレゼント

板野郡松茂町笹木野八北開拓1-170

088-699-0181

基本料金30％OFF※3/16〜4/10は除く
1kg
（700円相当）
のお米プレゼント
お見積時、
※訪問見積のみ

徳島市不動西町1-661

088-631-2177

引越基本料金30％OFF、
ご成約者様に
「おもてなしケーキ」の
プレゼント ※3〜4月の繁忙時期は除く

阿南自動車学校

阿南市西路見町姥1-1

0884-22-2113

普通教習料金10,000円割引

阿北自動車教習所

阿波市吉野町柿原字植松203-3

088-696-2240

普通教習料金10,000円割引

阿波自動車学校

阿波市阿波町東条180

0883-35-4145

普通教習料金10,000円割引

石井自動車学校

名西郡石井町石井字重松9-2

088-674-2249

普通教習料金10,000円割引

海部自動車学校

海部郡海陽町高園字中ケイ20

0884-73-3311

普通教習料金10,000円割引

鴨島自動車学校

吉野川市鴨島町鴨島636-1

0883-24-2960

普通教習料金10,000円割引

北島自動車学校

板野郡北島町鯛浜字中須8

088-698-5588

普通教習料金10,000円割引

小松島自動車教習所

小松島市中郷町字西野1-1

0885-32-3600

普通教習料金10,000円割引

千松自動車教習所

徳島市北佐古二番町3-17

088-632-0472

普通教習料金10,000円割引

徳島第一自動車教習所

徳島市論田町本浦下73

088-662-1343

普通教習料金10,000円割引

徳島中央自動車教習所

徳島市城東町1-7-42

088-623-0003

普通教習料金10,000円割引

鳴門自動車教習所

鳴門市大津町矢倉字四ノ越52

088-685-3242

普通教習料金10,000円割引

広沢自動車学校

徳島市南田宮2-4-3

088-631-0321

普通教習料金10,000円割引

三加茂自動車学校

三好郡東みよし町加茂1832

0883-82-2160

普通教習料金10,000円割引

脇町自動車学校

美馬市脇町馬木787-2

0883-52-3755

普通教習料金10,000円割引

㈱あわわ

徳島市南末広町2-95 あわわビル2Ｆ

088-654-1114

弊社発行別冊「徳島まるごと本」
１冊贈呈
※2020年3月まで

Ｚakcafe
（ざっかふぇ）

一般社団法人日本産業カウンセラー
協会四国支部徳島事務所

吉野川市鴨島町上下島92-3アクアシティ内

0883-22-1278

全商品10%OFF ※他のサービスと併用不可。セール品は対象外

三好郡東みよし町昼間20-1

0883-79-3300

弊社ネットショップ価格から20%割引、※徳島県内移住日から1年間
注文時、
「とくしまで住み隊」会員証の会員番号を備考欄にご記入く
ださい。未記入の場合無効となります。

徳島市幸町3-55 自治会館3階301号室

088-655-5800

相談50分6,200円→5,500円 ※2020年3月まで

海部郡美波町日和佐浦31

0884-76-5831

サテライトオフィス体験施設「戎邸」の施設利用料金の割引

徳島市山城町東浜傍示1-1

088-657-2000

徳島県への移住希望者に対する、東京、徳島、東みよし町、
美波町の職場見学、就職相談会の開催

あなたの チャレンジ を応援します！

お客様にぴったりの車をご提案いたします。

088-686-6565

コール
センター

鳴門市撫養町大桑島宇濘岩浜48-10

サテライト

088-699-6606

オフィス

板野郡松茂町豊久字朝日野15-10

お客様にぴったりの車をご提案いたします。

お客様にぴったりの車をご提案いたします。

088-653-1612

（株）
ビッグウィル

レンタカーで新たな冒険へ出かけよう!!

㈱トヨタレンタリース東四国鳴門店

徳島市南出来島町1-10

徳島で生まれ、38年。
「徳島を元気にする」街の情報を発信しています。

物販

レンタカー

出版

全てのお客様に笑顔を！お部屋探しは当社へ

㈱トヨタレンタリース東四国
徳島阿波おどり空港店

日産レンタカー徳島駅西店

昭和52年創業。信頼と実績ある引越業社です。

中古住宅を探す・リフォームするなら当社へ

株式会社Ｒｏｏｍ Ｃｒ
ｅａ
ｔ
ｅ

基本料金20％OFF ※会員証発行から1年間

引越作業件数No.1! サカイにご相談下さい

自動車教習所

名西郡石井町石井字石井497-1

女性スタッフが笑顔でお迎え致します。

㈱プラスナイス

088-699-4623

有限会社引越センター丸一

女性スタッフが笑顔でお迎え致します。

株式会社藤本ハウジング藍住店

板野郡松茂町豊久字朝日野15-5

㈱サカイ引越センター徳島支社

徳島のお部屋探しはピースリビングに。

株式会社藤本ハウジング石井店

日産レンタカー徳島空港店

引越は親切・丁寧な赤帽で！

徳島のお部屋探しはピースリビングに。

㈱ピースリビング 阿南店

特典サービス

赤帽徳島県軽自動車運送協同組合 徳島市川内町平石若松2-9

お気軽にお問い合わせ下さい！

㈱ピースリビング

TEL

なんかいでなんかいも行きたい！

徳島に来るなら住まなきゃソンソン！

株式会社東京不動産
アパマンショップ鳴門店

所在地

地球に優しい路線バスを利用してみませんか

フェリー

徳島文理大学周辺に住んでみませんか？

小松島不動産㈱

店名・施設名

本県の空の玄関である徳島阿波おどり空港を運営しています。

一戸建
（1DK）
を格安賃料で提供致します！

㈲石部宅建

農地付一戸建て空き家を移住を条件に安価な家賃で提供しています。
（18年19年実績2件）

バス

ありがとうございます株式会社
鴨島支店
アパマンショップ鴨島店
阿波西ソーラーヒルズ宿泊所
New

空港

所在地

レンタカー

不動産

店名・施設名

戎邸
（えびすてい）
サテライトワークを体験できます！

株式会社テレコメディア

