
業種 会社 店舗 所在地 電話 特典内容

宮崎店 宮崎市老松1-1-4 0985-26-0100

空港店 宮崎市大字赤江字飛江田192-1 0985-56-0100

高鍋店 児湯郡高鍋町大字北高鍋4659-1 0983-22-0100

日向店 日向市鶴町2-27 0982-54-0100

延岡店 延岡市昭和町1-3-13 0982-32-0100

都城店 都城市小松原町3-11 0986-25-0100

小林店 小林市真方436番地3 0984-25-1111

宮崎店 宮崎市江平東2-1-20 0985-22-3900

宮崎空港店 宮崎市赤江飛江田282-2 0985-56-3900

宮崎住吉店 宮崎市島之内字野入7023 0985-62-5500

宮崎空港前店 宮崎市大字赤江字飛江田137-1 0985-56-4141

宮崎駅前店 宮崎市老松2-2 0985-25-5171

西都城駅前店 都城市松元町111 0986-21-1166

延岡店 延岡市昭和町1-10-8 0982-35-5656

日向店 日向市財光寺233-1 0982-50-1212

宮崎市大字島之内字堂山

10593-9
0120-76-0123

○引越基本料金30％割引

※引越基本料金とは、「人件費」と「車両費」になり

ます。

※ＨＰからの申込は対象になりませんので、電話でお

申し込みください。

○県外から県内へ引越する方と同居するために、県内

から同住所に引越をする方に対しても、割引料金にて

案内します。

宮崎市花ヶ島町立毛1077番地1 0120-968-697

○お引越料金20％以上優待割引

○段ボール最高50箱、クラフトテープ、

　布団袋サービス

○見積時にお米１㎏プレゼント

大阪府大阪市西区南堀江1丁目

1-14　四ツ橋中埜ビル４Ｆ
0120-932-524

○宮崎県外から、宮崎県内に車を陸送する場合、陸送

料金から3,000円割引

※お電話口で「宮崎ひなた移住倶楽部」の会員である

旨、お伝えください。成約後の利用は不可となりま

す。

※書類の郵送時に会員カードのコピーを同封くださ

い。

※県外から宮崎県内への引越・車陸送に限ります。

アート引越センター宮崎営業所

サカイ引越センター宮崎支社

車陸送.com

※　特典等の詳細は、事前に各応援企業までお問い合わせください

※　他の割引制度やキャンペーン等との併用はできません。

レンタカー

※会社や店舗によっては、一部対象外の車両があります。

※店舗によって、営業時間が異なる場合があります。

トヨタレンタリース宮崎

基本料金から20%OFF

条件：一部車両

         （C０・C1・T1・W1クラス）を除く

　　　 他の割引との併用不可

　　　 県内7店舗出発のお客様に限る

Ｊネットレンタカー 一般料金から20%OFF

タイムズカーレンタル

C１Gクラス(1300cc)以上から、定価より10%OFF

※軽自動車、軽貨物車は割引該当なし。

移住希望者登録制度応援企業一覧

(R4.６.20～)

引越



業種 会社 店舗 所在地 電話 特典内容

宮崎市高岡町高浜2237-3 0985-82-4884
○最低1か月から賃貸契約可能

○売買物件に関する仲介手数料20％割引

宮崎市永楽町1-3 0985-25-1330

〇賃貸物件の仲介手数料１０％割引

〇売買物件の仲介手数料消費税相当額割引

〇リフォーム　見積額から１０％割引

宮崎店 宮崎市霧島2丁目205番地 0985-20-5511

○賃貸物件の仲介手数料３０％割引

○売買物件の仲介手数料の消費税相当額の割引

※入居申込までに「宮崎ひなた移住倶楽部会員証」を

ご提示された方に限ります

高千穂通り店 宮崎市広島１丁目4番14号 0985-77-6500

○賃貸物件の仲介手数料３０％割引

※入居申込までに「宮崎ひなた移住倶楽部会員証」を

ご提示された方に限ります

宮崎市広島2-12-17

東海第１ビル2階
0985-29-5886

○仲介手数料は必要なし

○契約金から２万円割引

※全国のレオパレスセンターで手続き可能

※特典は、レオパレス管理物件のみ適用可

宮崎市大淀三丁目5-6 0985-52-0622

○管理物件の仲介手数料11,000円（税込）

○売買物件に関する仲介手数料２０％割引

○マンスリーマンション契約に関する衛生費無料

宮崎市広島１丁目12-3 0985-72-8627

【適用条件（1.2ともに必須）】

1.宮崎県外から宮崎県内の賃貸物件に引越(他社契約可)

2.引越後３年以内に弊社にて売買物件の購入

【特典】適用条件１の賃貸物件契約時に支払った仲介手数

料額を全額キャッシュバックします。

都城市乙房町1424－31 0986-37-2486 自社管理物件の場合、仲介手数料50％割引

延岡市船倉町1丁目1-9 0982-33-2225

○賃貸物件の契約金より1万円割引

○コンテナ倉庫半年間賃料10％割引

○売買物件に関する仲介手数料の消費税相当額の割引

日南市中央通1丁目3－13 0987-23-5581 賃貸物件の仲介手数料より1万円割引

宮崎市村角町長山2816-1 0985-20-0505

○日曜日営業（交代制）

○見積無料（打ち合わせ他）

○設計プラン等サービス

○住宅設備等展示場案内（企画）

宮崎市谷川2丁目5-18 0985-51-0788

○見積無料

○住宅に関する無料相談

○点検無料サービス（1年・3年・5年）

宮崎市江平町1丁目3番地23 0985-32-9788 工事に係る諸経費率を移住後5年まで5%OFF

宮崎市大字郡司分乙1591番地9 0985-56-4348 工事見積金額より3%OFF

宮崎市大字小松997番地2 0985-47-7145 見積もり・相談無料

宮崎市月見ヶ丘1丁目11番地8 0985-53-1953 住宅に関する無料相談

宮崎市大塚町樋ノ口1928-2 0985-78-0373

○住宅・アパート・マンションに関する相談無料

○建設・リフォームに関する相談無料

○見積もり無料

宮崎市大字本郷南方2797-1 090-9658-8028

移住希望者の、

○建物診断無料

○セルフリノベーションの相談無料

日南市大字星倉1613 090-3986-4637 ○見積もり無料

田中建設 日南市北郷町北河内3909-3 0987-55-3746 ○見積もり無料

古屋建設 串間市大字南方406 0987-72-7779
○見積もり・相談無料

（その他、お客様のニーズに沿った対応に努めます）

西田工務店

住宅

Y's工房

井上建築

株式会社宮崎南不動産

（アパマンショップ）

ピタットハウス

エステートプランニングＩＷＡＭＯＴＯ

株式会社ジョイハウス

レオパレスセンター宮崎店

株式会社宮崎南不動産建設部

有限会社丸幸住研

株式会社ハウスガイド宮崎

賃貸・住宅仲介

廣林建設

松下建設

とこなみ不動産管理株式会社

株式会社和光産業

押領司建設

新町工務店

大進建設



業種 会社 店舗 所在地 電話 特典内容

宮崎市橘通東4丁目3番5号 0985-32-8223

みやぎん住宅ローン「満額快答」「住まいるいちばん」に

おいて、固定金利選択型（2年固定・5年固定・10年固定）

の当初に選択した固定金利期間において、年0.1％金利を優

遇いたします。

宮崎市広島2丁目1－31

住宅ローン

0985-60-6040

創業支援サポート

0985-60-6216

○県外からの移住者向け住宅ローン「たいよう移住者応援

住宅ローン」取扱。勤続年数、前年度年収等の基準緩和及

び金利優遇あり。

○創業支援サポート「夢サポート」取扱。商工会議所、宮

崎県産業振興機構等との連携（セミナー参加、補助金申請

等）が確認出来る場合は基準金利からの金利優遇あり。

児湯郡高鍋町大字高鍋町673 0983-22-2222

１　融資商品名

　　「たかしん創業支援ローン」

２　優遇金利

　　2年目以降の融資利率を0.1%優遇

３　対象者

　　Ｕターンされた方

　　Ｉターンされた方

　　Ｊターンされた方

延岡市南町1丁目4番地3 0982-22-1111

１　応援商品

　　①「カーライフプラン」

　（申込人又は申込人の家族が使用する自家用自動車にか

かる資金）

　　②「教育プラン」

　（申込人又は申込人の子、孫、被扶養親族の就学にかか

る資金）

２　優遇金利

　　0.1%の金利優遇

３　対象者

　　県外からの移住者

宮崎市大字本郷北方2220 0985-52-2976 教習基本料金（税抜価格）の5％OFF

延岡市愛宕町3丁目4569-1 0982-32-6378 無料送迎バス有り

延岡市松山町1221 0982-33-5683 教習料金10%OFF

えびの市大字大明司1007 0984-35-2345 通常料金より約14%OFF

児湯郡高鍋町大字持田1700 0983-23-0612 教習料金10%OFF

カーフェリー 宮崎市港3－14 0985-29-8077 乗船時にお食事券（朝食）プレゼント

宮崎市中村東2丁目5－16 0985-51-3888 ウェルカムドリンクサービス

宮崎市千草町15－8 0985-28-6161 ウェルカムドリンクサービス

宮崎市千草町15－8 0985-28-6161 ウェルカムドリンクサービス

日向市本町11－1 0982-55-1222 ウェルカムドリンクサービス

高千穂町三田井8 0982-72-3261 ウェルカムドリンクサービス

宮崎カーフェリー株式会社

高鍋信用金庫

延岡信用金庫

旭興自動車学校

延陵自動車学校

えびの高原ドライビングスクール

高鍋自動車学校

ホテルマリックスラグーン

※各金融機関における審査の結果、御希望に沿えない場合があります。

金融機関

宮崎銀行

宮崎太陽銀行

ホテル・旅館

自動車学校

ルミエール日向

ビジネスホテルかなや

ビジネスホテル有明

ホテルマリックス

宮崎ドライビングスクール



業種 会社 店舗 所在地 電話 特典内容

①［県北エリア］

延岡市・日向市・西臼杵郡

・東臼杵郡 ①

②［県央エリア］
0120-986-701

宮崎市・西都市・児湯郡

・東諸県郡 ②

③［県西・県南エリア］
0120-986-704

都城市・小林市・えびの市

・西諸県郡・北諸県郡

・日南市・串間市 ③

0120-986-705

延岡市愛宕町３丁目100番地 080-5273-9126

起業相談に関する初回面談無料（初回面談した日から１ヶ

月以内の再面談は無料）

※定休日：土日祝日（メール・電話での問合せは可能）会

員カードは、面談の際にご提示ください。

メールアドレス：tumugi2018k@gmail.com

宮崎市大工3丁目191番地 0985-23-3443 旅の情報誌「みちくさ」を毎号送付

宮崎市大工3丁目191番地 0985-23-3443 年会費10％割引

宮崎市大工3丁目191番地 0985-23-3443 入会金無料

大工町本店 宮崎市大工1丁目7-23 0985-20-1317

南店 宮崎市大字恒久字横町5071-1 0985-78-2288

大阪府大阪市西区南堀江１丁目

1-14　四ツ橋中埜ビル４Ｆ
0120-932-037

宮崎県内に移住される場合、

普通自動車の買取価格 ＋10,000円

軽自動車の買取価格　 ＋  5,000円

※お電話口で「宮崎ひなた移住倶楽部」の会員である

旨、お伝えください。成約後の利用は不可となりま

す。

※書類の郵送時に会員カードのコピーを同封くださ

い。

廃車買取のハイシャル

④

0120-941-909

九州電力

（電気）

ＱＴnet

（きゅうでん光）
会員専用窓口

リサイクルショップ

三喜

購入代金より５％オフ

※下記商品を除く

・時計（ブランド）

・貴金属

・金券

・セール品

特定非営利活動法人　たび倶楽部

みやざきツーリズム協議会

株式会社アイロード

コダマコンサルティング

その他

起業相談

電気

・

通信等

電気のご契約と同時に「きゅうでん光」にご契約いただ
くと...

・ 3,000円のキャッシュバック
（キャッシュポストで還元）

・「BBIQ特選ショップ」で使用できる
5,000円分の割引クーポン

（※20,000円以上のお買物が条件）

のうち、いずれかを進呈いたします。

受付時間

10時～19時（年中無休）

受付時間
月～金曜日の9時～17時

（休日を除く）

・別途申込が必要となります。
・転勤・通学など、一時的なものを除きます。
・電気のご使用開始から１年以内のお申込みであることが条件です。
・住民票の写しを申し受けます。
※詳細は九州電力HP等でご確認ください。

※お急ぎの場合は、上記時間以外
でも電話を承っております。

※きゅうでん光のサービス提供

エリアは、会員専用窓口また

は、HP「きゅうでん光」 で

検索ください

ようこそ！九州へＩＪＵターン応援プラン

さらに、九州外からの移住なら電気料金を１年間割引いたします

※「BBIQ特選ショップ」
食品やギフト等、様々な商品の販売を行う
インターネット
ショッピングサイト

＜お申込み方法 (1)(2)の申込が必要となります＞

⑴ まず、九州電力に電気の契約をお申込みください。

・①②③の該当エリアの番号にお電話ください。

・「九電グループまとめてあんしん割※」に加入希望の場合は、
お申込み時にお引越し先の電気の「お客さま番号」をご確認
ください。
※九州電力の電気をご使用のお客さまであれば「きゅうでん光」

のご契約が割引となります。（別途ＱＴnetへ申込が必要）
※詳細はＨＰ等でご確認ください。

⑵ 次に、ＱＴnetに「きゅうでん光」のご契約をお申込みく
ださい。
・④にお電話ください。その際に以下をお申し出ください。

〔会員さま契約特典〕
・「宮崎ひなた移住倶楽部」会員であること
・ご希望の特典

〔九電グループまとめてあんしん割（※ご希望の場合）〕
・九州電力の「お客さま番号」


