詳しくはこちらのHPから

やまがた暮らし応援カード
協賛事業所・店舗等一覧
〇移住の前の下調べに・体験

合計83事業所(393店舗)「R4.11.15現在」

ご協賛事業所

サービス内容
※詳細は「全ての協賛店一覧」をご確認ください。

レンタカー
宿泊・体験

(株)トヨタレンタリース山形(16店舗)
山形県ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会

・基本料金から10％引き
(ただし一部車両は割引対象外)
・宿泊料の500円割引

農家のお宿の会（15農家民宿）

体験

深山和紙センター（白鷹町）

・深山和紙の葉書またはしおりに、ちぎり絵
付けの体験をプレゼント

〇移住の前後に
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

金融機関(住宅ローン関連)

不動産等(住宅関連)

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

・10の特典を用意
山形支店

・ﾄﾗｯｸ運賃10％割引ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ20枚ｻｰﾋﾞｽ

(株) きらやか銀行 (４６本・支店)

・住宅ローンの借入金利を優遇

(株) 荘内銀行

（ ５店舗）

・住宅ローンの金利引き下げ

(株) 山形銀行

（２１支店）

・住宅ローンの金利引き下げ

山形農業協同組合(17本・支店)

・住宅ローンの金利引き下げ

(株)クリエイト礼文

・賃貸仲介及び売買仲介手数料30％割引

JA山形市不動産センター

・不動産売買仲介手数料15％OFF

(株)太平堂不動産

・仲介手数料10％OFF

サンアイエステート(有)

・仲介手数料全額サービス

(株)レオパレス２１ﾚｵﾊﾟﾚｽｾﾝﾀｰ山形店

・契約金額から２万円値引き

(株)大東不動産

・媒介手数料10％割引き

JAやまがた不動産センター

・物件の仲介依頼をされた方に「つや姫・雪
若丸・はえぬき」各々5kgプレゼント

(株)大沼建築

・防災安心セット等プレゼント

(株)東洋開発

・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

(株)サンホーム

・民宿・アパート等宿泊代金格安提供等

RoomruBe（るーむるべ）

・仲介手数料5,000円サービス

ソーラーワールド（株）

・太陽光パネル導入

１１年間無料メンテ

・リフォーム：季節の果物15,000相当

清三郎（株）

・住居現地確認同行：2,200円割引

(株)インテリアクニイ

・ご成約金額から１０％お値引き

〇移住後も
自動車教習所
自動車販売

(株) マツキ（9校）

・AT、MT新規免許取得費用の５％割引

トヨタカローラ山形（17店舗）
ネッツトヨタ山形（11店舗）

飲食店(小売含む)

・エンジンオイル･ボトルキープ（15ℓ）な
どをプレゼント（1回限り）
・夏タイヤとスタッドレスタイヤの交換
４本２，２００円（税込）＜全車共通＞

千一珈琲（鶴岡市）

・自家焙煎コーヒー豆20％増量

D u e （新庄市）

・ディナー１ドリンクサービス（要予約）

おやさいｃａｆé ＡＯＭＵＳＨＩ(新庄市)

・ナポリピッツア 100円引き

ラーメン・定食 てんまる(白鷹町)

・次回使える100円offｸｰﾎﾟﾝ券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

食彩遊膳 まる梅(河北町)

・紅花泡麩(べにばな あわふ)１ケ ｻｰﾋﾞｽ

すしの市場大漁（たいりょう）(村山市)

・みそ汁一杯

サービス

企業組合 旬彩工房（ｼｭﾝｻｲｺｳﾎﾞｳ）(小国町) ・クッキー１袋又はお菓子１品サービス

上杉城史苑(米沢市)

西洋葡萄(南陽市)

・物産フロア、レストラン

５％割引

・自家製アイスorデザート

または

グラスワイン一杯

いずれかサービス

レストラン金剛閣（米沢市）

・１ドリンクサービス

牛鍋おおき（米沢市）

・１ドリンクサービス

米澤牛DININGべこや（米沢市）

・１ドリンクサービス

米沢牛割烹

・１ドリンクサービス

住の江（米沢市）

やまがた辛味噌らーめん

三男坊（米沢市）・大盛りまたは煮卵サービス

産直レストラン「マッシュルームスタ
ンド舟形」(舟形町)
焼肉名匠

山牛（寒河江市・山形市）

・マッシュルーム200ｇプレゼント
・グラス生ビールorソフトドリンク

道の駅

米沢

・フードコートラーメン

道の駅

川のみなと長井

・フードコート食事

道の駅

いいで（めざみの里）

・レストラン食事

ufu uhu garden(米沢市)
道の駅とざわ モモカミの里 高麗館

味玉

コーヒー
ソフトドリンク

・お会計から10％引き
・売店にて500円以上お買い上げで韓国
のり1個プレゼント

・売店・カフェ・レストランでのお会計

チェリーランドさがえ

５％割引 (一部除外品あり)
・売店でのお会計５％割引

さがえサービスエリア
平田牧場とんや

(一部除外品あり)

酒田店

お会計１０％割引(他割引併用等は不可)

平田牧場

本店

お会計１０％割引(他割引併用等及び送料適用不可)

平田牧場

庄内空港店

お会計１０％割引(他割引併用等は不可)

焼肉しゃぶしゃぶ平田牧場
平田牧場 とん七

酒田店

鶴岡こぴあ店

お会計１０％割引(他割引併用等は不可)
お会計１０％割引(他割引併用等は不可)

平田牧場

鶴岡庄内観光物産館店

お会計１０％割引(他割引併用等及び送料適用不可)

平田牧場

ホテルメトロポリタン店

お会計１０％割引(他割引併用等及び送料適用不可)

ZAOBREWERY ＆ CrangDining

次回来店時に使用可能な５％割引券

（蔵王ブルワリー＆クラングダイニング） （飲食・物販とも使用可）
来迎寺在来手打ちそば 清水柳(すずやなぎ) ・次回使える100円offｸｰﾎﾟﾝ券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

日帰り温泉・理美容店

穂波街道 緑のイスキア

・お食事された方にブラウニー1個プレゼント

べに花温泉 ひなの湯（河北町）

・お会計５％割引

いきいきランド

・入浴料金

ぽんぽ館（戸沢村）

コミュニティサロン
クリーニング

辻（東根市）

うさちゃんクリーニング

(109店舗）

ママ.クリーニング小野寺よ(35店舗）

小売(食品・スーパー・産直・一
般)

スーパーおーばん（13店舗）
ＪＡ山形市（７店舗）

１０％引き

・初回から会員価格（総合調髪）の男性4千
円を3千円、女性5千円を4千円に
・お持込ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ品20％off(一部対象外、他
の割引との併用不可)
・「５％」割引（他割引との併用も可能）
・ 2,000 円 以 上 お 買 上 の 方 に ( お 子 様 向 け )
ノート1冊プレゼント

・はえぬき、つや姫、雪若丸、ｺｼﾋｶﾘ 各
５kgの店頭表示価格から300円引き

スモークハウス ファイン（高畠町）

・1, 000円(税込)以上お買い上げで100円引

すずか園（花）（寒河江市）

・2,000円(税別)以上お買い上げでお花増量

米沢牛黄木総本店（精肉）（米沢市）

・黄木の米沢牛入りサラミ贈呈

米澤牛

・お買い物

べこや（精肉）（米沢市）

JA鶴岡もんとあ～る白山店(鶴岡市)
いでは COCCO(山形市)

５％割引き

・「JA鶴岡事業利用券500円券」1枚プレゼ
ント(1回限り)
・生卵10％オフ(卵の日(毎月5日)10%オフの
併用不可)

和農産直営精肉店イートミート(天童市) ・黒毛和牛ハンバーグ1個プレゼント
産直あぐり(鶴岡市)

・ソフトクリーム、アイスクリーム、フルー
ツサンデー各種

30円引き

カスカワスポーツ（4店舗）
佐徳北家(鶴岡市)
めん工房さかい(山形市)
丹野園茶舗

べに花茶遊館

ショッピングセンター ベル 山辺店
ファーマーズマーケットトマト上山店
農家の店トマト上山店
峯田電器(株)(3店舗)

・商品５％割引（現金。特価品、学校着など
除外品あり）

・2000円(税込)以上お買い上げで焼き菓子1
個サービス
・そばソフトクリーム50円引き
・丹野園商品１０％割引
・1,000円以上お買い上げで、ベルポイント
10ポイントプレゼント
・お買い上げの方に軍手1組又はタオル1本プ
レゼント
・お買い上げの方に軍手1組又はタオル1本プ
レゼント
・初回出張費サービス（エリアによってはご
相談させていただきます）

