
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

中国・四国エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

鳥取県 米子空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=610 境港市小篠津町２２ 0859-46-0400

鳥取県 倉吉駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1020 倉吉市上井２１２－４ 0858-24-6110

鳥取県 米子駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=611 米子市末広町１２７番地 0859-37-2686

鳥取県 米子駅前末広店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=612 米子市末広町１２３ 0859-37-6111

鳥取県 米子東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=613 米子市車尾３丁目１１－３２ 0859-32-1200

鳥取県 鳥取店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=614 鳥取市千代水１－１２７ 0857-22-3900

鳥取県 鳥取駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1381 鳥取市今町２丁目１５１ 0857-30-7722

鳥取県 鳥取空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1380 鳥取市湖山町西４丁目１１０－５ 鳥取空港ターミナルビル１Ｆ 0857-51-0543

島根県 松江駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=615 松江市朝日町４６０－１４ 0852-23-3656

島根県 松江店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=616 松江市東津田町１０９２－２ 0852-60-5030

島根県 島根大学通りカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=942 松江市学園２丁目２８－１５ 0852-60-5030

島根県 浜乃木玉造温泉カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1090 松江市浜乃木６－１８－７ セルフステーション浜乃木内 0852-60-5030

島根県 出雲市駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=617 出雲市駅南町１丁目２－１１ 0853-30-7225

島根県 出雲空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=618 出雲市斐川町荘原２４４３－１ 0853-72-7119

島根県 出雲空港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=619 出雲市斐川町沖洲２６０８ 0853-72-7119

島根県 益田駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1188 益田市駅前町２５－１１ 0856-25-7445

島根県 石見空港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1135 益田市内田町イ５９７ 0856-24-1212

岡山県 岡山空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=620 岡山市北区日応寺１５８９－１ 086-294-5543

岡山県 岡山駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=902 岡山市北区駅元町３０－１７ 086-259-1543

岡山県 岡山駅東口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=624 岡山市北区下石井２－６－１１３ 086-226-3900

岡山県 北長瀬駅南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1292 岡山市北区中仙道１丁目１－６ 086-243-0543

岡山県 岡山下中野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=625 岡山市北区下中野３５８－１０１ 086-245-3900

岡山県 津山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=626 津山市一方２０９－１ 0868-25-0555

岡山県 倉敷笹沖店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=627 倉敷市吉岡２０４－３ 086-434-3900

岡山県 広島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=628 三原市本郷町善入寺１７８２ 0848-86-0544

広島県 広島インター店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=633 広島市安佐南区川内５－１３－８ 082-830-5366

広島県 広島駅新幹線口光町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=634 広島市東区光町１－８－１３ 082-568-0543

広島県 広島駅新幹線口若草町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=630 広島市東区若草町２０－６ 082-264-3900

広島県 広島横川駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=631 広島市西区横川町１－７－１０ 082-291-0045

広島県 広島新井口駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=632 広島市西区井口明神１－１－５５ 082-270-3670

広島県 広島高陽店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=635 広島市安佐北区落合２－２３－３ 082-841-0543

広島県 福山駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=637 福山市三之丸町１０－５ 084-932-7339

広島県 福山駅北口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=639 福山市城見町１－２－３ 084-932-0543
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広島県 福山東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=638 福山市引野町４－８－３０ 084-983-1502

広島県 海田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=640 安芸郡海田町南堀川町１－１１ 082-821-3546

広島県 呉駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=641 呉市中央２－４－１ 0823-21-1461

山口県 新下関店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=643 下関市秋根本町２－７－６ 083-263-3820

山口県 新山口駅新幹線口東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=644 山口市小郡御幸町４－１０ 083-974-0543

山口県 新山口駅新幹線口西店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=645 山口市小郡御幸町２番１号 0839-73-3900

山口県 山口宇部空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=848 宇部市草江４－２－１１ 0836-39-5500

山口県 山口宇部空港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=986 宇部市大字沖宇部字八王子６２５－１７ 0836-39-9366

山口県 徳山駅新幹線口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=647 周南市千代田町５－１４ 0834-33-0543

徳島県 徳島中央店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=648 徳島市徳島本町１丁目１３ 088-657-6388

徳島県 徳島眉山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=649 徳島市紺屋町３４ 088-626-3914

徳島県 徳島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=650 板野郡松茂町豊久字朝日野１５－６ 088-699-1110

香川県 高松空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=651 高松市香南町由佐２４３０ 087-840-5288

香川県 高松駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=652 高松市西の丸町５－１ 087-851-3850

香川県 高松駅前西の丸店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=653 高松市西の丸２－２２ 087-822-3901

香川県 高松郷東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1356 高松市郷東町５８７－６ 087-882-2244

香川県 高松フラワー通り店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=654 高松市太田下町３００１番地３ 087-864-6540

香川県 宇多津駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=655 綾歌郡宇多津町浜五番丁４９－１ 0877-56-7139

香川県 小豆島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=656 小豆郡土庄町甲５１６５－２４６ 0879-62-4669

愛媛県 松山空港坊っちゃん店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=657 松山市北吉田町１００４－１ 089-973-9554

愛媛県 松山空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=659 松山市南吉田町２７５０－１５ 089-905-6388

愛媛県 松山駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=661 松山市大手町２－９－１６ 089-932-2005

愛媛県 松山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=662 松山市久万ノ台２２４－４ 089-926-8002

愛媛県 松山東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1182 松山市久米窪田町８０９－４ 089-905-9188

愛媛県 四国中央店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1126 四国中央市三島中央１－１８５９－５ 0896-23-6288

愛媛県 西条カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=663 西条市大町８５４－４ 0897-53-7522

愛媛県 新居浜店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=664 新居浜市坂井町２－４－２３ 0897-34-7820

愛媛県 今治店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=665 今治市北宝来町２丁目２－９ 0898-24-2600

高知県 高知空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=667 南国市物部新開乙６３番２０ 088-804-6188

高知県 高知龍馬空港ターミナル店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=670 南国市久枝開田６１７ 088-804-6007

高知県 高知駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=671 高知市北本町２－８－２５ 山本ビル 088-856-7001

高知県 高知葛島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=672 高知市小倉町３－３０ フジグラン葛島店敷地内 088-878-1988
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