
消費者還元事業の対象となるオリックスレンタカー対象店舗

中部エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

新潟県 新潟西蒲店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=862 新潟市西蒲区旗屋４０８ 昭和シェルＳＳ内 0256-88-0500

新潟県 新潟空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=861 新潟市東区太平１－３－４ 025-275-0543

新潟県 新潟駅北口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=356 新潟市中央区明石１－１－３４ 025-255-0543

新潟県 新潟竹尾店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=854 新潟市東区卸新町３－１６－１６ 昭和シェルＳＳ内 025-279-5005

新潟県 新潟駅万代口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=358 新潟市中央区弁天１－２－４ 025-244-3712

新潟県 新潟駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=359 新潟市中央区笹口１－１９－１１ 025-240-7311

新潟県 新潟県庁前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=921 新潟市中央区鳥屋野２－１２－１８ 昭和シェル県庁前ＳＳ内 025-280-0805

新潟県 新潟紫竹店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=360 新潟市東区紫竹３－４－１ 025-246-7826

新潟県 新潟上所店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=361 新潟市中央区上所中２－１－２ 025-288-0543

新潟県 新潟亀田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=362 新潟市江南区東早通４－１－１ 昭和シェル内 025-381-0005

新潟県 長岡駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=363 長岡市城内町１丁目２－６ ラックス城内ビル１Ｆ 0258-31-0553

新潟県 長岡川崎店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=365 長岡市川崎町５７８－１ 0258-31-3711

新潟県 糸魚川店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=366 糸魚川市寺町３－１０－３９ 0255-53-0070

新潟県 上越妙高駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1217 上越市大和２－３－５ 025-521-0543

新潟県 上越店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=367 上越市新光町３－１－５ 025-531-0543

新潟県 柏崎店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=369 柏崎市日石町１－３ 0257-20-0543

新潟県 柏崎駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=370 柏崎市駅前１－４－３４ 0257-23-5836

新潟県 燕三条駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=371 三条市須頃３－２３ 0256-36-0563

新潟県 新発田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=372 新発田市富塚町３－１２－１７ 0254-27-6543

新潟県 東港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=373 北蒲原郡聖篭町東港７－５８４０－２ 025-256-3711

富山県 富山空港受付カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=375 富山市秋ヶ島３０番地 076-432-0543

富山県 富山駅北口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=377 富山市牛島町８－７ 076-432-0543

富山県 富山駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1086 富山市新富町１－２－３ ＣＩＣビル１Ｆ 076-442-3900

富山県 新高岡駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=379 高岡市京田６３８－１ 0766-20-0543

石川県 金沢駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=381 金沢市広岡１－１－３９ 076-221-3939

石川県 金沢東インター店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=382 金沢市福久東１－２９－１ 076-257-3900

石川県 金沢駅兼六園口（東口）店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=383 金沢市此花町３－２ ライブ１ビル２Ｆ 076-221-0543

石川県 金沢長田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=384 金沢市長田２－２４－３０ 076-223-4141

石川県 小松空港東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=387 小松市鶴ヶ島町ル７番 0761-21-0543

石川県 小松空港西店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=388 小松市安宅新町イ２４９ 0761-23-3900

石川県 加賀温泉駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1399 加賀市作見町２５－１ 0761-73-2115

福井県 福井駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=389 福井市日之出２丁目８－５ 0776-24-0019

福井県 敦賀駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=390 敦賀市白銀町１－９ 0770-20-0019
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山梨県 甲府駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=392 甲府市丸の内２－７－２３ 鈴与甲府ビル１Ｆ 055-233-0543

山梨県 甲府店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=393 甲府市住吉２－６－１７ 055-235-0543

山梨県 富士吉田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=395 富士吉田市松山４－４－１４ 0555-23-0543

長野県 長野駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=405 長野市南千歳１－１５－１ 026-219-0543

長野県 長野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=406 長野市青木島町大塚３２１ 026-291-0543

長野県 佐久店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=407 佐久市長土呂２５３－１ 0267-66-0543

長野県 信州中野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=992 中野市大字七瀬字屋敷添１１３番２ 0269-24-0543

長野県 塩尻店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=888 塩尻市桟敷２０５－６ 0263-51-5543

長野県 上田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=408 上田市天神１－９－２５ 0268-25-1543

長野県 松本駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=410 松本市巾上５－４７ 0263-34-3711

長野県 松本店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=416 松本市征矢野１－９－７ 0263-34-0543

長野県 茅野駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=418 茅野市ちの字大年下３４１４－４ 0266-75-5405

長野県 飯田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=419 飯田市座光寺３４９９ 0265-56-0543

長野県 伊那店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=420 伊那市上牧６４２５－２ 0265-71-8543

長野県 あづみ野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=421 安曇野市穂高２５０２－１ 0263-81-1543

岐阜県 各務原駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1370 各務原市鵜沼各務原町１－１５５ 058-372-9260

岐阜県 岐阜駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=423 岐阜市高砂町３丁目３番 058-264-3637

岐阜県 岐阜店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=424 岐阜市安良田町５－９ 058-268-6543

岐阜県 岐阜羽島駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=425 羽島市福寿町平方２－１７ 058-398-7125

岐阜県 大垣店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=426 大垣市長松町字小柳１２１５－２ 0584-93-0543

岐阜県 多治見店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=428 多治見市若松町１－９－１ 0572-21-0543

静岡県 富士山静岡空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=451 牧之原市坂口１７３２－３ 0548-25-0543

静岡県 静岡駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=430 静岡市葵区御幸町１１－１０ 054-254-0543

静岡県 東静岡店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=438 静岡市葵区長沼５５０－１ 054-267-6555

静岡県 熱海駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=453 熱海市春日町１５－４１ 0557-85-0543

静岡県 三島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=455 駿東郡長泉町中土狩３７８－４ 055-999-0543

静岡県 沼津店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=458 沼津市西条町１７１番地 055-952-0543

静岡県 御殿場店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=855 御殿場市萩原６５７－５ 0550-81-0543

静岡県 新富士駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=465 富士市柳島２８７－１ 0545-62-5421

静岡県 藤枝店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=474 藤枝市瀬戸新屋２６６－１ 054-646-0543

静岡県 浜松駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=476 浜松市中区板屋町７１１ 053-458-0543

静岡県 浜松新幹線口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=480 浜松市中区砂山町３２５番地１５ 053-450-0544

静岡県 浜松インター店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=482 浜松市東区安新町３２８－４ 053-423-0543
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静岡県 浜松雄踏店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=920 浜松市西区雄踏２丁目１２－２９ 053-597-0543

静岡県 掛川店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=491 掛川市亀の甲１－１８－３ 0537-61-8543

愛知県 名古屋駅太閤通口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=504 名古屋市中村区椿町９－２１ 真弓ビル１Ｆ 052-451-3325

愛知県 名古屋新幹線口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=505 名古屋市中村区亀島２－１２－１１ 052-459-0543

愛知県 名古屋呼続駅南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1363 名古屋市南区岩戸町１２－２１ 052-627-0543

愛知県 名古屋駅桜通口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=967 名古屋市中村区名駅３－２３－１３ 052-583-0543

愛知県 中小田井店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1083 名古屋市西区中小田井５丁目１３９番地 052-325-6731

愛知県 金山駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=507 名古屋市熱田区金山町１－１９－２２ 052-679-2543

愛知県 名古屋ささしまライブ店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=508 名古屋市中川区運河町６１１番地 052-352-0544

愛知県 尾張旭店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=864 尾張旭市南原山町赤土２３６－１ 0561-51-0543

愛知県 豊田駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=509 豊田市若宮町３－５４ 0565-36-0543

愛知県 東海名和店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=852 東海市名和町三番割上１８ 052-601-0543

愛知県 中部国際空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=510 常滑市セントレア１－１ 0569-38-7760

愛知県 小牧豊山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=511 西春日井郡豊山町豊場字栄９１ 0568-28-4070

愛知県 豊橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=514 豊橋市大橋通２－１３６ 0532-53-0549

愛知県 岡崎店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=524 岡崎市六名本町１７－７ 0564-57-0039

愛知県 三河安城駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=525 安城市三河安城町１－９－２ 0566-73-6543

愛知県 刈谷店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=528 刈谷市一ツ木町３－８－４ 0566-63-5139

愛知県 春日井店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=529 春日井市上条町５丁目１０４－１ 0568-89-8543

愛知県 一宮駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=530 一宮市栄３－２－１２ 0586-71-7743

愛知県 一宮店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=531 一宮市花池３－１２－７ 0586-47-7543

愛知県 津島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=533 あま市七宝町下田莪原裏１４８８－５ 052-462-6543

三重県 桑名店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1031 桑名市大福字寺跡３８２－１ 0594-88-5601

三重県 津南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=536 津市雲出島貫町７５１ 059-238-0543

三重県 名張店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=944 名張市桔梗が丘５番町２街区８３－２ 0595-48-6390

三重県 伊勢市駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=909 伊勢市本町２－１７ 0596-20-5543

三重県 四日市駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=539 四日市市鵜の森１－４－３ 059-353-0543

三重県 近鉄四日市駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1308 四日市市安島１－１－６０ 059-354-1232

三重県 近鉄名張駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1320 名張市平尾３２１４－１ 0595-64-6202

三重県 鈴鹿店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=878 鈴鹿市飯野寺家町６４－１ 059-369-0543

三重県 近鉄白子駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1319 鈴鹿市白子駅前２２－５１ 059-386-4016

三重県 津駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1315 津市栄町３－１２０－２ 059-225-3318

三重県 近鉄松阪駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1309 松阪市朝日町１９ 0598-52-0577

3/4

https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=920
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=491
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=504
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=505
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1363
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=967
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1083
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=507
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=508
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=864
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=509
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=852
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=510
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=511
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=514
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=524
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=525
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=528
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=529
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=530
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=531
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=533
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1031
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=536
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=944
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=909
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=539
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1308
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1320
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=878
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1319
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1315
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1309


消費者還元事業の対象となるオリックスレンタカー対象店舗

中部エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

三重県 近鉄宇治山田駅店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1305 伊勢市岩渕２－１－４３ 0596-28-0295

三重県 近鉄鳥羽駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1314 鳥羽市鳥羽１－２３８３－１１ 0599-25-3929

三重県 近鉄鵜方駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1306 志摩市阿児町鵜方４０５８－１ 0599-43-1098
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https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1305
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1314
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1306

