
ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

引越 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

アート引越センター 

 

http://www.the0123.com 

鯖江市御幸 

1－301－44 

（お問い合わせは全

国共通窓口でお受け

します） 

0120－0123－05 

① 引越基本料金の２５％割引 

② 荷造り用ダンボール最大５０枚無料サービス 

③ 使用済みダンボール無料回収 

④ 引越しご利用後１年間家具移動無料サービス

(１回) 

※①、②は 3／20～4／10の期間は除く 

※③、④は当社ご利用の方への無料サービスで

す。 

0120－0123－05 の専用ダイヤ

ルへご連絡いただき、「福井Ｕ

ターンセンター利用者カード」

ご利用の旨をお伝えください。 

受付時間：8：00 ～ 20：00 

（12／31 ～ 1／3 を除き年中

無休） 

㈱サカイ引越センター 
福井市みのり 

1－8－22 
0120－388－141 

引越基本料金の２０％割引 

（ただし、3／15 ～ 4／15の期間は除く） 

見積特典としてお米１ｋｇプレゼント 

引越しご利用後半年間家具移動無料サービス 

（１回） 

使用済ダンボール無料回収 

全国全ての店舗でのサービス

ですが、0120－388－141へご連

絡いただいた方のみ対象です。 

 



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

引越 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

日本通運㈱ 

 

http://www.nittsu.co.jp/

hikkoshi/ 

福井市重立町 22－1 0120－022－703 

引越基本料金の２０％割引 

（ただし、3／18～4／9 の期間および各種パック

料金を除く） 

特典として 

① 日通アシスタンスサービス１年間無料 

② マイルポイントが貯まる 

③ 使用済ダンボール無料回収 

0120－022－703 の専用ダイヤ

ルへご連絡いただき、「福井Ｕ

ターンセンター利用者カード」

ご利用の旨をお伝えください。 

受付時間：8：00 ～ 20：00 

（年中無休） 

  



 

ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

レンタカー 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

タイムズカーレンタル       http://rental.timescar.jp 

 福井駅東口店 福井市日之出 1-19-3 0776－28－0350 

基本料金から２０％割引 

他の割引との併用不可 

受付窓口にて「福井Ｕターンセ

ンター利用者カード」をご提示

ください。 

㈱トヨタレンタリース福井   http://www.toyota-rlfukui.co.jp/ 

 

福井駅東口店 福井市日之出 2-2-18 0776－24－0100 

基本料金から２０％割引 

（ただしＰ０／Ｐ１／ＨＶ７／Ｗ１／

ＨＷ７／Ｔ０／Ｔ１／Ｖ０は除く） 

他の割引との併用不可 

ご予約時に「福井Ｕターンセン

ター利用者カード」ご利用の旨

をスタッフまでお伝えくださ

い。 

日光店 福井市日光 2-18-10 0776－25－0100 

福井ひがし店 福井市新保町 19-32 0776－52－1637 

福井みなみ店 福井市江端町 24-1 0776－38－4400 

あわら温泉駅前店 あわら市春宮 1-8-14 0776－73－4300 

越前たけふ店 越前市芝原 5-13-21 0778－24－1230 

敦賀駅前店 敦賀市白銀町 2-4 0770－25－0880 

小浜駅前店 小浜市駅前町 2-1 0770－53－1100 

 

  

http://rental.timescar.jp/


ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

レンタカー 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

日光レンタカー          http://nikkomotor-hp.jp 

 敦賀駅前店 敦賀市白銀町 1-12-102 0770－20－1125 

基本料金から２０％割引 

（ＢＵＳ２、ＢＣ３クラス除く） 

他の割引、キャンペーン等との併用不可 

ご予約・来店時に「福井Ｕター

ンセンター利用者カード」ご利

用の旨をお伝えください。 

日産レンタカー          http://nissan-rentacar.com 

 福井駅前店 福井市大手 2-7-6 0776－27－4711 

基本料金から２０％割引 

（対象クラスＰ４以上） 

他の割引との併用不可 

電話でのご予約時に「福井Ｕタ

ーンセンター利用者カード」ご

利用の旨をお伝えください。 

㈱ニッポンレンタカー福井   http://www.nipponrentacar.co.jp 

 

福井営業所 福井市大宮 1-11-38 0776－26－0919 

基本料金から２０％割引 

（普通車１３００cc クラス以上対象／

トラックやバン等の商業車も対象） 

他の割引との併用不可 

受付窓口にて「福井Ｕターンセ

ンター利用者カード」をご提示

ください。 

福井駅前営業所 福井市大手 2-1-18 0776－27－0919 

武生駅前営業所 越前市府中 1-12-30 0778－24－9190 

ＪＲ芦原温泉駅前営業所 あわら市春宮 1-11-54 0776－73－3233 

敦賀駅前営業所 敦賀市白銀町 1-10 0770－21－0919 



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

レンタカー 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

ニコニコレンタカー     http://www2525r.com/store-01017-011.php 

 福井駅店 

福井市中央 1 丁目 4－15

三谷屋ビル 1Ｆ 

（受付手続完了後、５分

ほど離れた車の貸渡・返

却場所まで送迎、帰りも

福井駅まで送迎します。） 

0776－27－2727 

ビィッツクラスが１２時間乗り放題で

２５２５円の基本料金をはじめ、ウィー

クデー・マンスリーコースなども基本料

金から１０％割引 

受付窓口にて「福井Ｕターンセ

ンター利用者カード」ご利用の

旨をお伝えください。 

ロードクルーズ         https://roadcruisefukui.shopinfo.jp/ 

 福井光陽店 福井市光陽 4-1-17 0120－271－555 

新規会員カード発行手数料無料 

平日料金から４０％割引 

他の割引、キャンペーン等との併用不可 

会員登録時およびご予約時に

「福井Ｕターンセンター利用

者カード」をご提示ください。 

 

  



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

不動産 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

いい住おおの 

横田建設㈱不動産部 

http://yokota-ono.co.jp 

大野市春日 3 丁目

18-9 
0779－66－5650 

I ターン者向けに大野市での新生活をサポート

（６か月間）。ご近所との行事は何がある？など

の不安を解消できる地域密着企業ならではのバ

ックアップです。 

当社仲介の物件購入、リフォーム・新築を依頼、

弊社分譲地購入の方が対象です。 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

㈱カネイチ本社 

http://www.n-kaneichi.co.jp 
鯖江市北野町 12-13 0778－51－8855 

当社新築分譲住宅を購入の方には引越費用を 

負担 

当社所有の賃貸マンションに入居される方には

敷金・礼金無料 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

㈱カネイチ武生店 
越前市国高 1 丁目

1-9 
0778－23－8877 

宅建くまがい 

http://www.takken-kumagai.com/ 

大飯郡高浜町薗部

61-14 
0770－72－0447 

高浜町内の空き家の利活用をサポート 

当店の仲介により、売買または賃貸ご成約の方に

自家製のお米５ｋｇをプレゼント 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

 

 



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

不動産 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

㈱西陣 

http://www.mikuni-nishijin.com 

坂井市三国町緑ヶ丘

4丁目 15-35 
0776－82－7600 

引越料金割引（当社と提携事業者利用の場合） 

仲介手数料、売家・賃貸住宅の割引（物件ごとに

個別相談させていただきます） 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

有限会社 平田木材店 

http://www.hirata-wood.co.jp 

大飯郡高浜町和田

1-28 
0770－72－3456 仲介手数料を割引サービス 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

ふくいの不動産.com 

なかがわ不動産㈱ 

http://nafu.co.jp 

福井市大宮 2 丁目

12-18 
0776－23－6439 

ご成約時に、規定の仲介料から１０％相当分を 

サービス 

ふくいの文京地区（文教地区）のことならお任せ

ください。充実した教育や文化施設、鉄道の拠点

としての便利さを詳しく説明します。福井へのＵ

Ｉターンを精一杯サポートします。 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

 

  



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

不動産 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

ナカノ住宅開発㈱ 

http://www.nakano-jyutaku.com 

福井市若杉 2 丁目

1525 
0776－35－6160 

規定の仲介手数料から２０％割引 

当社分譲住宅を購入の方にはエアコン３台・カー

テン工事サービス 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

センチュリー２１ 

ときめきハウジング㈱ 

http://tokimeki-housing.com 

福井市二の宮 2 丁目

27-31 
0776－23－5115 

当社売主・貸主の物件について仲介手数料無料 

新築から賃貸まで幅広く物件をとりそろえてい

ます。来店・メール・ラインでの問い合わせに対

応しており、県外からでもご利用できます。 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」ご利用の

旨をお伝えください。 

有限会社北八建設 

http://www.kitahati.com 

勝山市沢町 2 丁目

11-8 
0779－88－0604 

当社にて物件の仲介や新築・リフォームをされた

方に、福井での新生活を応援するため、北八グル

ープ「かたづけハッチくん事業部」による整理収

納・不用品回収サービスをプレゼント 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

 

  



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

不動産 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

永平寺の里㈱ 

http://eiwafudosan.jp/ 

吉田郡永平寺町   

諏訪間 1-9 
0776－63－2828 

ご成約の場合、  

・仲介手数料無料 

・引越料金を当社負担 

当社は永和住宅不動産部門です。親身になって 

ＵＩターンを応援し、ご希望の物件をご紹介・ 

ご案内します。 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示

ください。 

 

  



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

金 融 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

㈱福邦銀行   http://www.fukuho.co.jp 

 

本店営業部 福井市順化 1-6-9 0776－21－2500 

ＵＩターンされる方を対象にラ

イフローン（マイカープラン）・

マイカーローン「ブーン」・新オ

ートローンの金利割引を無条件

で適用 

（ただし保証会社の保証を受け

られる方に限ります。審査の結

果ご希望に添えない場合もあり

ますので、あらかじめご了承く

ださい。） 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示く

ださい。 

フェニックス通り支店 福井市田原 1-5-2 0776－21－2830 

日の出支店 福井市日之出 4-11-13 0776－26－2400 

新田塚支店 福井市新田塚町 605 0776－23－4011 

若杉支店 福井市若杉浜 3-202 0776－35－0700 

堀の宮支店 福井市文京 6-16-32 0776－21－5700 

成和支店 福井市御幸 4-20-1 0776－21－6360 

高木支店 福井市高木中央 2-515 0776－53－3500 

森田支店 福井市八重巻東町 7-14-7 0776－56－3170 

社支店 福井市渕 3-1018 0776－34－2190 

花堂支店 福井市花堂中 1-14-17 0776－34－2870 

開発支店 福井市開発 2-107-1 0776－53－6600 

春日支店 福井市木田 2-1211 0776－36－8480 

春江支店 坂井市春江町為国 21-3-9 0776－51－0089 

三国支店 坂井市三国町北本町 4-3-14 0776－81－3141 

金津支店 あわら市市姫 2-25-22 0776－73－0222 

丸岡支店 坂井市丸岡町本町 2-13 0776－66－2010 

松岡支店 吉田郡永平寺町松岡春日 1-31-2 0776－61－0063 

勝山支店 勝山市元町 1-18-11 0779－88－1576 



㈱福邦銀行   http://www.fukuho.co.jp 

 

大野支店 大野市元町 8-13 0779－66－3650 

ＵＩターンされる方を対象にラ

イフローン（マイカープラン）・

マイカーローン「ブーン」・新オ

ートローンの金利割引を無条件

で適用 

（ただし保証会社の保証を受け

られる方に限ります。審査の結

果ご希望に添えない場合もあり

ますので、あらかじめご了承く

ださい。） 

「福井Ｕターンセンター

利用者カード」をご提示く

ださい。 

鯖江支店 鯖江市新横江 1-6-16 0778－51－2870 

神明支店 鯖江市三六町 1-5-16 0778－52－6500 

今立支店 越前市粟田部町 15-34-3 0778－42－2030 

武生支店 越前市天王町 3-33 0778－24－3210 

村国支店 越前市押田 2-1-7 0778－23－9290 

越前支店 丹生郡越前町道口 9-34-5 0778－37－1022 

敦賀支店 敦賀市白銀町 10-22 0770－22－5522 

美浜支店 三方郡美浜町郷市 13-6-1 0770－32－1137 

三方支店 三方上中郡若狭町三方 40-11-1 0770－45－0078 

上中支店 三方上中郡若狭町井ノ口 36-28-1 0770－62－0031 

小浜支店 小浜市千種 1-2-1 0770－52－2910 

高浜支店 大飯郡高浜町三明 2-47 0770－72－1311 

 

  



ふくい移住サポーター企業一覧 

（平成２９年１０月２０日現在） 

金 融 

企業・店舗名 所在地 ＴＥＬ 割引・特典内容 利用方法 

㈱福井銀行   http://www.fukuibank.co.jp 

 

本店営業部 福井市順化 1-1-1 0776－24－2030 

当行窓口にて初めて普通預金

口座を開設される方に、「図書

カード１，０００円分」をプ

レゼント 

（ただし県内店舗に限りま

す。） 

普通預金口座開設申込み

時に、「福井Ｕターンセン

ター利用者カード」をご提

示ください。 

福井中央支店 福井市成和 1-1010 0776－25－7000 

花月支店 福井市乾徳 4-4-1 0776－23－8547 

田原町支店 福井市田原 2-13-13 0776－24－5325 

松本支店 福井市宝永 3-34-15 0776－22－5230 

さくら通り支店 福井市米松 1-1-1 0776－23－8545 

勝見支店 福井市御幸 2-10-14 0776－23－3322 

木田支店 福井市西木田 2-4-6 0776－36－1240 

花堂支店 福井市花堂北 2-10-8 0776－36－3249 

橋南支店 福井市西木田 2-4-6 木田支店内 0776－36－1240 

森田支店 福井市八重巻東町 12-2 0776－56－0033 

川西支店 福井市砂子坂町 15-36-1 0776－83－1144 

東郷支店 福井市東郷二ヶ町 27-13-2 0776－41－0200 

松岡支店 吉田郡永平寺町松岡葵 2-103 0776－61－1200 

今市支店 福井市今市町 66字鎧田 9-1 0776－38－2120 

高木支店 福井市高木中央 1-2601 0776－54－6702 

中央市場支店 福井市大和田 1-101 0776－53－1100 

福井市役所支店 福井市大手 3-10-1 0776－24－7600 

文京支店 福井市文京 3-23-8 0776－24－1331 



㈱福井銀行   http://www.fukuibank.co.jp 

 

清水町支店 福井市小羽町 6-1-1 0776－98－5533 

当行窓口にて初めて普通預金

口座を開設される方に、「図書

カード１，０００円分」をプ

レゼント 

（ただし県内店舗に限りま

す。） 

普通預金口座開設申込時

に、「福井Ｕターンセンタ

ー利用者カード」をご提示

ください。 

新田塚出張所 福井市灯明寺 2-701 0776－21－0561 

県庁支店 福井市大手 3-17-1 0776－21－8552 

新保支店 福井市新保 2-513 0776－53－3352 

板垣支店 福井市板垣 4-808 0776－34－3441 

学園出張所 福井市乾徳 4-4-1 花月支店内 0776－23－8547 

福井医大支店 坂井市丸岡町新鳴鹿 3-103 0776－67－1900 

種池支店 福井市種池 2-603 0776－34－2131 

飯塚支店 福井市乾徳 4-4-1 花月支店内 0776－23－8547 

経田支店 福井市二の宮 2-29-18 0776－21－9677 

鯖江支店 鯖江市旭町 3-6-4 0778－51－2280 

神明支店 鯖江市三六町 2-403-1 0778－51－2270 

河和田支店 鯖江市西袋町 39-1-3 0778－65－1555 

住吉支店 鯖江市住吉町 1-11-15 0778－52－7311 

東鯖江支店 鯖江市東鯖江 2-7-23 0778－51－8581 

朝日町支店 丹生郡越前町西田中 18-2-2 0778－34－0456 

織田支店 丹生郡越前町織田 42-3-4 0778－36－0280 

越前町支店 丹生郡越前町新保 12-57-15 0778－37－1540 

武生支店 越前市蓬莱町 1-1 0778－23－3111 

武生西支店 越前市中央 2-6-8 0778－22－2780 

味真野支店 越前市清水頭町 1-46-1 0778－27－1247 

村国支店 越前市村国 2-10-28 0778－24－0663 

武生南支店 越前市東千福町 10-19 0778－22－3440 

武生北支店 越前市芝原 3-6-33 0778－22－8851 
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 河野支店 南条郡南越前町東大道 32-18-1 南条支店内 0778－47－3050 

当行窓口にて初めて普通預金

口座を開設される方に、「図書

カード１，０００円分」をプ

レゼント 

（ただし県内店舗に限りま

す。） 

普通預金口座開設申込時

に、「福井Ｕターンセンタ

ー利用者カード」をご提示

ください。 

南条支店 南条郡南越前町東大道 32-18-1 0778－47－3050 

今庄支店 南条郡南越前町東大道 32-18-1南条支店内 0778－47－3050 

今立支店 越前市野岡町 31-3-1 0778－43－0880 

岡本支店 越前市新在家町 11-13 0778－43－0840 

大野支店 大野市明倫町 8-12 0779－66－2600 

三番通出張所 大野市要町 3-14 0779－66－3450 

勝山支店 勝山市元町 1-10-40 0779－88－0003 

上志比支店 吉田郡永平寺町山王 20-20 0776－64－2323 

永平寺支店 吉田郡永平寺町東古市 12-60-1 0776－63－3220 

美山支店 福井市美山町 7-2-4 0776－90－1101 

丸岡支店 坂井市丸岡町谷町 2-13 0776－66－2300 

坂井町支店 坂井市坂井町新庄 3-103 0776－66－0074 

金津支店 あわら市大溝 2-31-5 0776－73－0550 

春江支店 坂井市春江町江留上中央 4-13 0776－51－0020 

春江西出張所 坂井市春江町江留下高道 3 0776－51－4842 

三国支店 坂井市三国町覚善 5-28-1 0776－82－6688 

三国本町出張所 坂井市三国町南本町 3-3-31 0776－81－3121 

芦原支店 あわら市温泉 1-301 0776－77－2422 

敦賀支店 敦賀市白銀町 11-1 0770－25－4444 

敦賀港支店 敦賀市相生町 3-26 0770－22－4466 

粟野支店 敦賀市市野々9-1-7 0770－25－4310 

松島支店 敦賀市呉竹町 2-12-16 0770－25－6444 

美浜支店 三方郡美浜町河原市 9-15-2 0770－32－1117 
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 三方支店 三方上中郡若狭町三方 40-1 0770－45－1231 
当行窓口にて初めて普通預金

口座を開設される方に、「図書

カード１，０００円分」をプ

レゼント 

（ただし県内店舗に限りま

す。） 

普通預金口座開設申込時

に、「福井Ｕターンセンタ

ー利用者カード」をご提示

ください。 

小浜支店 小浜市千種 1-1-10 0770－52－2111 

東小浜支店 小浜市遠敷 54-1-10 0770－56－1110 

名田庄支店 大飯郡おおい町名田庄久坂 3-68-2 0770－67－2111 

上中支店 三方上中郡若狭町井ノ口 36-6-1 0770－62－1200 

おおい支店 大飯郡おおい町本郷 126-8-3 0770－77－1080 

高浜支店 大飯郡高浜町宮崎 76-2-1 0770－72－3800 

 


