高知家の家族の証 『暮らし隊会員証』
「高知家で暮らし隊」会員に登録いただいた方で希望者に、高知家の家族の証として
「高知家で暮らし隊会員証」を発行します！
表

裏

発行の流れ
①発行希望者は、移住・交流コンシェルジュに発行の希望をお申し出ください。
②会員登録有無や、発行に必要な情報（お名前、連絡先等）を確認し、郵送（一週間程度）で会員証を発行いたします。
③本会員証は「高知家で暮らし隊」会員として登録されている間、有効です。
④会員は会員証を提示することで、各種割引サービスを利用できます。
⑤「暮らし隊」会員でなくなった場合（移住を達成された場合等）は、会員証は効力を失いますので、処分をお願いします。
※ただし、会員特典「リフォーム割引」「ローン優遇制度」につきましては、移住後5年間ご利用いただけます。
ご要望の際には『移住コンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。
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会員特典① レンタカー割引
レンタル基本料金２０％割引（普通車対象、一部対象クラス限定あり）

特典内容

※詳細は各店舗にお問い合わせください。
※この特典制度は本県への移住を希望する方の現地下見への支援を目的として高知県レンタカー協会様
のご協力のもと実施しておりますので、目的外での利用はご遠慮願います。

下記の各社連絡先にお問い合わせの際に「高知家で暮らし隊」会員割引を利用したい
旨をお申し出ください。

特典利用方法

特典実施店舗等
社名

店舗名
高知駅前店
トヨタレンタカー 高知空港店
中村店
高知店
ニッポンレンタカー 高知空港店
中村店
高知駅前店
高知葛島店
オリックスレンタカー
高知空港店
高知龍馬空港ターミナル店

連絡先
088-823-0100
088-864-0707
0880-35-6200
088-883-6444
088-863-0663
0880-34-2421
088-856-7001
088-878-1988
088-804-6188
088-804-6007

高知駅前店

088-883-4485

高知龍馬空港店

088-864-2319

高知店

088-884-0543

高知空港店

088-878-6543

高知駅前店

088-872-4591

高知龍馬空港店

088-804-6550

日産レンタカー

バジェットレンタカー

タイムズカーレンタル

特典内容

対象車種

備考
全クラス

1300㏄以上の
クラス対象

全クラス

レンタル
基本料金
20％割引

普通車
全クラス

全クラス

全クラス
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会員特典② 引越割引
特典利用方法
特典内容

下記の各社連絡先にお問い合わせの際に「高知家で暮らし隊」会員割引を利用したい
旨をお申し出ください。
詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。
連絡先：0120-887-899

高知県への引越基本料金の30％割引

（全国集中受付センター ２４時間対応）

※平成28年9月1日より、割引率が20％→30％に拡大！

ＵＲＬ：http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/

0120-92-5850

ヤマトホームコンビニエンスは、平成30年8月31日から当面の間、
連絡先：
個人も含めた全ての引っ越しサービスの申し込みを中止しております。
受付時間：8:00～21:00(年中無休)
詳細はこちらのページをご覧ください。
⇒http://www.008008.jp/201807/
ＵＲＬ：http://

連絡先：0120-08-0123

（ただし3/15～4/15の期間は除く）

高知県への、単身引越料金25％割引、
家族引越の基本料金25％割引、
イエナカサービス （らくらくおかたづけパックほか）
25％割引 （ただし3/15～4/15の期間は除く）

受付時間： 8:00～20:00

高知県への引越基本料金の３０％割引

(※12/31～1/3を除き 年中無休)

（ただし3/16～4/10の期間は除く）

ＵＲＬ：http://www.the0123.com/

会員特典③ 宿泊特典
特典利用方法

宿泊予約の際に「高知家で暮らし隊」会員であることをお申し出いただき、
さらにチェックイン時に会員証をご提示ください。

宿泊料割引やウェルカムドリンクサービス など
特典内容

特典実施施設等

※各施設ごとに内容は異なります
※他の割引制度（例：インターネット割引等）と併用できないことがあります。
詳細は各施設に直接ご確認ください。

高知県内２２施設（対象施設は次ページ）
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「高知家暮らし隊」移住促進活動参画施設一覧
施設名称

郵便番号

住所

平成30年4月1日 現在

電話番号

特典内容

1 オリエントホテル高知

780-0861

高知市升形５-３７

088-822-6565

高知新聞夕刊、朝刊サービス・駐車場無料・四万十の水サービス

2 三翠園

780-0862

高知市鷹匠町１丁目３-３５

088-822-0519

宿泊料金10％割引（自社ネット商品のみ）

3 ザ クラウンパレス新阪急高知 780-0870

高知市本町４-２-５０

088-873-1111

ウェルカムドリンクサービス（直営レストラン10％割引）

4 ホテル高砂

780-0053

高知市駅前町２番１号

088-822-1288

モーニングコーヒー券大人１名につき1枚

5 龍馬の宿 南水

780-0901

高知市上町１丁目７番１２号

088-873-2181

夕食時地酒又はソフトドリンク1本付(旅行企画及びリョーマパスポート等の特典との重複不可)

6 ブライトパークホテル

780-0842

高知市追手筋１丁目５-１３

088-823-4351

芋けんぴ又はミレービスケット1袋プレゼント

7 リバーサイドホテル松栄

780-8012

高知市天神町８-１

088-822-3231

宿泊10％割引（但し、直接電話予約及び公式WEBサイトからの予約に限る）

8 高知パシフィックホテル

780-0053

高知市駅前町１-１５

088-884-0777

予約は電話のみ(予約時に特典利用の申し出要)、四万十の水・ミレービスケット等いずれか１つプレゼント

9 国民宿舎桂浜荘

781-0262

高知市浦戸字城山８３０-２５

088-841-2201

宿泊料10％引

10 高知会館

780-0870

高知市本町5丁目６－４２

088-823-7123

宿泊者にコーヒー券1枚をプレゼント

11 割烹旅館 臨水

780-0862

高知市鷹匠町１丁目３-１４

088-822-1166

１泊２食付宿泊料金の10％引き ※但し、直接予約の場合のみ適用。インターネット予約や他の特典との重複利用不可。

12 サンピアセリーズ

781-8101

高知市高須砂地155番地

088-866-7000

宿泊料1,000円引き

13 リッチモンドホテル高知

780-0841

高知市帯屋町1-9-4

088-820-1122

ミネラルウォータープレゼント（1人1本）

14 北川村温泉 ゆずの宿

781-6451

安芸郡北川村小島121

0887-37-2321

宿泊料10％割引 ※現在、休館中。平成30年6月26日にリニューアルオープン予定。

15 ヴィラ サントリーニ

781-1165

土佐市宇佐町竜599番地6

088-856-0007

お一人様につきワンドリンクサービス

16 高原ふれあいの家 天狗荘

785-0501

高岡郡津野町力石2870

0889-62-3188

１泊２食付10％ｏｆｆ

17 新ロイヤルホテル四万十

787-0029

四万十市中村小姓町２６番地

0880-35-1000

宿泊10％割引(素泊まり) ※但し、直接電話予約に限る

18 ホテル星羅四万十

787-1603

四万十市西土佐用井1100番地

0880-52-2225

会員証お持ちの方に室料の10％割引 ※但し、直接電話予約に限る

19 足摺国際ホテル

787-0315

土佐清水市足摺岬６６２

0880-88-0201

モーニングコーヒーサービス

20 ホテル足摺園

787-0315

土佐清水市足摺岬478-5

0880-88-0206

宿泊料10%オフ

21 ホテル椿荘

787-0315

土佐清水市足摺岬２８２

080-6396-7477

宿泊(ペット同伴)10%割引

22 ホテルあさひ

788-0012

宿毛市高砂７-１２

0880-65-6707

朝夕食10%割引・飲み物20%割引

会員特典④ リフォーム割引
特典内容

高知へ移住前後に住友不動産にてリフォームされる場合、
工事費に係る諸経費率を３％OFF！ （最大３０万円OFF）

※お見積りのご相談時に会員証のご提示が条件となります。
なお会員証を既に破棄された場合には移住コンシェルジュへ
ご連絡ください。
※詳細は『住友不動産株式会社 新築そっくりさん 高知事業所』 へお問い合わせください。

移住後
５年まで

住友不動産株式会社
新築そっくりさん 高知事業所

0120-093-075

会員特典⑤ 【レオパレス】賃貸物件の契約金割引
特典内容

(株)レオパレス２１の賃貸物件の契約金より２万円割引。

※賃貸物件のお見積り時に会員証をご提示ください。
※１年以上の賃貸契約が対象。一部物件では（家賃）割引き不可。
※詳細は『株式会社レオパレス21 レオパレスセンター高知店』へお問い合わせください。

株式会社レオパレス２１
レオパレスセンター高知店

088-884-4101

会員特典⑥ 高知市内賃貸物件利用特典
特典内容

高知市内の対象賃貸物件を最低3ヶ月から賃貸契約可能。

現在入居中のため、詳しくはお問い合わせください。
「レジデンス楓Ⅱ（高知市横浜新町）」

問い合わせ先：

2LDK 65,000円～／敷金1ヶ月、礼金不要／最低入居期間：3ヶ月

楓企画

088-848-0543
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会員特典⑦ ローン優遇制度
特典内容

詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。

移住後５年まで
※その他要件あり。
詳細は各窓口までお問
い合わせください。

※ローン申込み時に会員証をご提示ください。
※会員証の発行を希望される場合は、その旨申し出ていただければ、のちほど、「高知県移住・交流コンシェルジュ」からご連絡いたします。

（株）高知銀行ローン業務部

連絡先：088-871-1587

（株）四国銀行営業統括部

連絡先：088-871-2022

「住宅ローン」 及び 「目的型ローン」
（教育ローン、オートローン）の金利が優遇さ
れます。※オートローンとは・・・自動車購入等に対するローン
「住宅ローン」 及び 「暮らしのプラン」
（暮らしの様々のニーズに対応したローン）の
金利が優遇されます。

会員証発行まで

１. 移住・交流コンシェルジュに会員証の発行希望を連絡（電話、メール等）
２. 県で会員証を発行し、郵送（約１週間程度）
３. 会員証受領
会員証発行のご希望は、
電話：088-823-9336 もしくは メール：iju@iju-jinzai.kochi.jp までご連絡ください。
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