
所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR

鉄砲町店 山形市 023-624-0100 8:00～20:00

山形駅前店 山形市 023-625-0100 8:00～20:00

北山形駅前店 山形市 023-647-0100 8:00～19:00

天童駅前店 天童市 023-653-0100 8:00～19:00

山形駅西口店 山形市 023-607-1100 8:00～20:00

山形空港店 東根市 0237-47-0100 8:00～19:00

さくらんぼ東根駅前店 東根市 0237-43-0100 8:00～19:00

寒河江店 寒河江市 0237-86-0100 8:00～19:00

新庄駅前店 新庄市 0233-23-0100 8:00～20:00

村山駅西口店 村山市 0237-53-3100 8:00～19:00

鶴岡駅前店 鶴岡市 0235-28-0100 8:00～20:00

酒田駅前店 酒田市 0234-24-0100 8:00～19:00

庄内空港店 酒田市 0234-92-4100 8:00～21:30

米沢駅前店 米沢市 0238-26-0100 8:00～20:00

赤湯駅前店 南陽市 0238-50-1100 8:00～19:00

かみのやま温泉駅前店 上山市 023-672-3100 8:00～19:00

「やまがた暮らし応援カード」協賛店一覧

協賛店一覧

事業者名

レンタカー

株式会社トヨタレンタリース山形

http://rent-toyota.co.jp
基本料金から10％割引（ただし一部
車両は割引対象外）

トヨタレンタカーは県内１６店舗
のネットワーク、安心・安全、清
潔な車両をご準備しておりま
す。またトヨタの新型車も多数ご
準備しております。皆様のご来
店、心よりお待ちしております。

-



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

山形市 0120-0123-65 9:00～18:00 不定休 https://www.the0123.com

基本作業費（運賃＋人件費）の30％
OFF
（繁忙期3/15～4/15は対象外）

ゴミゼロの引越をめざして、紙資
源を使わないエコ楽ボックスシ
リーズの開発（食器ボックス、TV
ケース、シューズケース等）を進
めています。
引越業界として初めて定休日を
設け、長時間労働や働く環境の
改善、社員の健康などの課題解
決に向けて、働き方改革に取り
組んでいます。

山形市 0120-71-1412 8:30～19:00 - http://www.hikkoshi-sakai.co.jp
10の特典を用意。（詳しくはこちらを
クリック）

新生活応援グループとして弊社
スタッフ一同お客様第一で「まご
ころこめてお付き合い」をモッ
トーに臨ませていただきます。

山形市 023-631-0385 8:00～17:00 祝日・日曜 http://www.0385.co.jp/
トラック運賃10％割引
ダンボール20枚サービス

本店営業部 山形市 023-631-0001

山形駅前支店 山形市 023-631-7257

山形北支店 山形市 023-631-4151

西支店 山形市 023-643-4771

株式会社きらやか銀行

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場
合に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意し
ております。お気軽にお近くのき
らやか銀行窓口へご相談下さ
い。

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日

引越

アート引越センター　山形支店

サカイ引越センター

三八五引越センター　山形支店

金融

https://yamagata-iju.jp/up/spfile/183_4x2rs836ym.pdf
https://yamagata-iju.jp/up/spfile/183_4x2rs836ym.pdf


所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

流通センター支店 山形市 023-633-2351

城西支店 山形市 023-643-4338

北営業部 山形市 023-642-8851

県庁通支店 山形市 023-624-1181

山形桧町支店 山形市 023-684-6351

中央営業部 山形市 023-633-2722

蔵王駅前支店 山形市 023-688-6110

山形ローンステーション 山形市 023-681-8314 10:00～18:00 祝日

上山支店 上山市 023-672-1515

天童北支店 天童市 023-654-4311

天童支店 天童市 023-653-3241

天童南支店 天童市 023-674-8380
10:00～17:00

（土日祝は相談業務のみ）
-

寒河江支店 寒河江市 0237-86-3145

さくらんぼ東根支店 東根市 0237-42-2011

神町支店 東根市 0237-48-1135

楯岡支店 村山市 0237-55-2321

尾花沢支店 尾花沢市 0237-22-1231

金融

株式会社きらやか銀行

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場
合に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意し
ております。お気軽にお近くのき
らやか銀行窓口へご相談下さ
い。

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

山辺支店 山辺町 023-664-5411

長崎支店 中山町 023-662-2251

谷地支店 河北町 0237-72-3121

左沢支店 大江町 0237-62-3222

宮宿支店 朝日町 0237-67-3121

間沢支店 西川町 0237-74-2215

新庄支店 新庄市 0233-22-2411

最上町支店 最上町 0233-43-2275

米沢西支店 米沢市 0238-22-5511

米沢支店 米沢市 0238-21-3121

米沢駅前支店 米沢市 0238-22-7337

長井支店 長井市 0238-84-1131

宮内支店 南陽市 0238-47-3150

赤湯支店 南陽市 0238-43-2630

高畠支店 高畠町 0238-52-1230

荒砥支店 白鷹町 0238-85-2223

金融

株式会社きらやか銀行

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場
合に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意し
ております。お気軽にお近くのき
らやか銀行窓口へご相談下さ
い。

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

山王前支店 鶴岡市 0235-22-3140

大山支店 鶴岡市 0235-33-2401

鶴岡中央支店 鶴岡市 0235-22-2900

温海支店 鶴岡市 0235-43-3028

酒田駅東支店 酒田市 0234-26-2711

東大町支店 酒田市 0234-24-2111

酒田支店 酒田市 0234-22-2380

余目支店 庄内町 0234-43-3144

遊佐支店 遊佐町 0234-72-3222

鶴岡ローンスクエア 鶴岡市 0235-25-3399

酒田ローンスクエア 酒田市 0234-35-1501

山形住宅ローンスクエア 山形市 023-631-3713
平日：9:00～17:00
土曜：10:00～17:00

天童住宅ローンスクエア 天童市 023-652-0451

米沢住宅ローンスクエア 米沢市 0238-24-3453

金融

株式会社きらやか銀行

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場
合に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意し
ております。お気軽にお近くのき
らやか銀行窓口へご相談下さ
い。

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日

株式会社荘内銀行

https://www.shonai.co.jp

「応援カード保有者の方」は、当行
住宅ローン金利引下げ条件の一つ
としております。詳しくはお近くの荘
内銀行窓口までお問い合わせくださ
い。

当行では様々な金融サービスを
取り揃えております。お気軽に
お近くの荘内銀行窓口または、
以下のフリーダイヤルあてにお
問い合わせください。
＜問い合わせ先＞
荘内銀行コンタクトセンター
TEL：0120-1032-39
(受付時間　平日9:00～19:00）

平日：9:00～18:00
土曜：10:00～17:00

日曜・祝日

平日：10:00～18:00
土日祝：10:00～18:00

－



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

住宅ローンプラザ山形北 山形市 0120-516-139
（平日）9:00～17:00
（土日）10:00～17:00

住宅ローンプラザ山形南 山形市 0120-015-066
（平日）9:00～17:00
（土日）10:00～17:00

住宅ローンプラザ天童 天童市 0120-102-154
（平日）9:00～15:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ米沢 米沢市 0120-047-556
（平日）9:00～17:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ鶴岡 鶴岡市 0120-310-019
（平日）9:00～17:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ酒田 酒田市 0120-154-602
（平日）9:00～17:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ新庄 新庄市 0233-22-2461

住宅ローンプラザ寒河江 寒河江市 0120-091-925

住宅ローンプラザ長井 長井市 0238-88-2105

高畠支店 高畠町 0238-52-1121

小松支店 川西町 0238-42-2131

赤湯支店 南陽市 0238-43-2620

荒砥支店 白鷹町 0238-85-2205

小国支店 小国町 0238-62-2027

谷地支店 河北町 0237-72-2121

山辺支店 山辺町 023-664-5311

金融

株式会社山形銀行

http://www.yamagatabank.co.jp/

住宅ローンの金利引き下げ
※くわしくは、各取扱店にご相談くだ
さい。
※他の金利優遇との併用はできま
せん。

山形銀行では住宅ローンに限ら
ず各種ローン、資産形成など暮
らしにかかわる様々な場面で皆
様のご来店をお待ちしておりま
す。ぜひお気軽にお近くの山形
銀行へご相談ください。

平日が祝日の場合

日曜・祝日

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

長崎支店 中山町 023-662-2151

東根支店 東根市 0237-42-1221

楯岡支店 村山市 0237-55-2134

尾花沢支店 尾花沢市 0237-22-1221

真室川支店 真室川町 0233-62-2531

マツキドライビングスクール長井校 長井市 0238-84-2335
平日10:00～20:00

土日祝10:00～17:00
https://www.nagai-ds.jp/

マツキドライビングスクール赤湯校 南陽市 0238-47-2393
平日10:00～20:00
土日祝9:00～17:00

https://www.akayu-ds.jp/

マツキドライビングスクール山形中央校 山形市 023-686-2650
平日10:00～20:00

土日祝10:00～17:00
https://yamachu-ds.com/

マツキドライビングスクール山形校 山形市 023-622-4649
平日10:30～19:30
土日祝9:30～17:30

https://yamaji-ds.com/

マツキドライビングスクール白鷹校 白鷹町 0238-85-2911
平日10:00～20:00

土日祝10:00～17:00
https://www.siratacar.jp

マツキドライビングスクール村山校 村山市 0237-55-5680
平日9:00～20:00

土日祝9:00～19:00
https://murayama-ds.com

マツキドライビングスクールさくらんぼ校 村山市 0237-58-2131
平日10:00～20:00

土日祝10:00～17:00
https://sakuranbo-driving.co.jp

マツキドライビングスクール太陽校 山形市 023-687-4024
平日10:00～20:00

土日祝10:00～17:00
https://www.taiyo33.com

マツキドライビングスクール米沢松岬校 米沢市 0238-22-6411
平日10:00～20:00

土日祝10:00～17:00
https://www.matsugasaki.co.jp/

金融

株式会社山形銀行

http://www.yamagatabank.co.jp/

住宅ローンの金利引き下げ
※くわしくは、各取扱店にご相談くだ
さい。
※他の金利優遇との併用はできま
せん。

山形銀行では住宅ローンに限ら
ず各種ローン、資産形成など暮
らしにかかわる様々な場面で皆
様のご来店をお待ちしておりま
す。ぜひお気軽にお近くの山形
銀行へご相談ください。

9:00～15:00 土曜・日曜・祝日

自動車教習所

株式会社マツキ

AT、MT新規免許取得費用の５％割
引年中無休

（年末年始除く）



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

売買物件のページ
http://century21yamagata.jp

賃貸物件のページ
http://rent.century21yamagata.jp

会社のページ
http://createlemon.jp

山形市 023-631-1160 10:00～15:00 水曜・祝日 http://www.jayamagatashi.com/index.html 不動産売買仲介手数料15％OFF

山形駅東口から南へ徒歩3分の
位置に当組合不動産センターが
あります。主に市街地の宅地情
報の他、3000世帯を超える賃貸
管理物件で相談を賜ります。

山形市 023-643-0158
9:30～18：30

（土曜日：9:00～16:00）

日曜・祝日
（1月中旬～4月上旬は

営業9:30～15:00）
http://www.taiheido.co.jp 仲介手数料10％OFF

「人生を山形で！」
㈱太平堂不動産は開業してまも
なく47年。賃貸から売買までお
気軽にご相談ください！リノベー
ションにも力を入れています。
AP・マンション、テナント開業の
サポート等、素敵なくらしをみつ
けるお手伝いを致します。

山形市 023-687-0217 8:30～19:00 毎週水曜日、祝日 https://www.athome.co.jp/ahsd/sanai-est.html 仲介手数料全額サービス
山形暮らしのご相談に応じま
す。

不動産

JA山形市不動産センター

株式会社太平堂不動産

サンアイエステート有限会社

賃貸仲介手数料
売買仲介手数料　共に30％割引

世界最大の不動産ネットワー
ク・センチュリー21加盟でお客様
のニーズにお応えします！どん
な相談にも、スタッフ一同全力で
ご対応いたします。

株式会社クリエイト礼文 山形市 023-666-6880 9:30～17:30 水曜



所在地 電話 営業時間 定休日 HP 割引・特典内容 PR事業者名

米沢市 0238-21-5687 9:00～17:30 毎週日曜日、祝日、年末年始、お盆 http://www.dai-tou.co.jp 媒介手数料10％割引き
米沢市内に物件をお探しなら
ば、信頼と実績の当社に御相談
ください。

酒田市 0234-24-6226 9:00～17:00 水曜 https://www.toyokaihatsu.com/

賃貸：不動産仲介手数料50％引き、
除菌清毒費50％引き
売買：不動産仲介手数料10％引き
※当社管理物件に限る

社員17名中取引士が13名おり
ます。山形県内初の相続サポー
トセンターも開設し、高い知識力
と豊富な物件でお客様を全面的
にサポートします。不動産のみ
ならず、地元住民ならではの地
域の情報もお気軽にお尋ねくだ
さい！

長井市 0238-88-5100 - - -
民宿・アパート等宿泊代金格安提供
等

長井市中心部にあり。環境良
好。

株式会社サンホーム

不動産

株式会社東洋開発

株式会社大東不動産




