
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

関東エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

茨城県 ひたちなか昭和通り店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=887 ひたちなか市笹野町２－２－２６ 029-354-1161

茨城県 ひたちなか佐和店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=87 ひたちなか市稲田９７６－１ 029-202-0911

茨城県 水戸駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=84 水戸市宮町２－７－２ 029-303-1343

茨城県 水戸店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=85 水戸市大工町１－６－１１ 029-226-0543

茨城県 石岡店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=877 石岡市石岡２１４８－１ 0299-56-3961

茨城県 日立店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=88 日立市鮎川町５－９－１０ 0294-25-7543

茨城県 鹿島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=89 鹿嶋市宮中字東山３２８－２ 0299-84-1543

茨城県 牛久駅東口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=90 牛久市中央５－１４－１０ 029-871-0543

茨城県 下館店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=91 筑西市布川１２４９－１０ 0296-28-1943

茨城県 下館駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=92 筑西市二木成９２４－３ 0296-23-6855

茨城県 土浦駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=93 土浦市港町１－７－６　ポート１ビル 029-835-9543

茨城県 土浦川口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=94 土浦市川口２－１３－３５ 029-825-3315

茨城県 守谷店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=95 守谷市松ヶ丘１－４－６ 0297-47-0543

茨城県 つくば学園店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=96 つくば市竹園１－４－１ 029-850-5543

茨城県 研究学園駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=97 つくば市研究学園５－４－１０ 029-863-1887

茨城県 古河店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=98 古河市東本町２－１－６ ザ・セントラルビルヂィング１Ｆ 0280-30-8543

栃木県 宇都宮二荒町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=103 宇都宮市二荒町９－５ 028-632-5515

栃木県 宇都宮駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=104 宇都宮市大通り４－３－１９ 028-627-0543

栃木県 宇都宮陽東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=105 宇都宮市陽東１－９－２３ 028-683-2543

栃木県 宇都宮駅東口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=107 宇都宮市東宿郷１－５－１９ 028-651-2543

栃木県 真岡駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=108 真岡市並木町１丁目１３番１２号 0285-83-9551

栃木県 小山駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=109 小山市駅東通り２－２２－６ 0285-22-3543

栃木県 足利市駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1100 足利市田中町９３４番１ 0284-73-2543

栃木県 佐野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=112 佐野市浅沼町４６７－２ 0283-27-1543

栃木県 那須塩原駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=114 那須塩原市沓掛１－２－３ 0287-67-1543

群馬県 前橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=115 前橋市表町２－１９－３ 027-220-5543

群馬県 前橋城東店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=116 前橋市城東町５－４－１２ 027-288-0555

群馬県 高崎問屋町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=117 高崎市問屋町１－３－２０ 027-362-9777

群馬県 太田駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1347 太田市飯田町１４００－１ 0276-55-3470

群馬県 太田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=122 太田市下浜田町４７４－５４ 0276-45-5543

群馬県 高崎駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=118 高崎市栄町４６－４ 027-345-7543

群馬県 高崎江木店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=119 高崎市江木町１６８５ 027-327-0543

群馬県 高崎下之城店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=120 高崎市下之城町１４７－１ 027-310-8150
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群馬県 伊勢崎店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=121 伊勢崎市連取町３０４１－１ 0270-30-1543

群馬県 館林店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=123 館林市赤土町１４０－１ 0276-76-2543

群馬県 桐生店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=124 桐生市広沢町４－２００１－１ 0277-70-6543

埼玉県 大宮駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1392 さいたま市中央区上落合９－１２－１ 048-767-6512

埼玉県 さいたま中央店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=172 さいたま市中央区新中里５－４－１０ 048-799-3917

埼玉県 さいたま新都心店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=128 さいたま市中央区上落合４－１－２２ 048-851-8001

埼玉県 浦和駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=125 さいたま市浦和区東高砂町２５－７ 048-884-4543

埼玉県 岩槻店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=129 さいたま市岩槻区本町３－１７－１８ 048-749-0543

埼玉県 東浦和中尾カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=137 さいたま市緑区中尾１３１４番地 フォルクスワーゲンさいたま浦和店内 048-799-3917

埼玉県 川口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=146 川口市並木元町５－７ 048-240-1011

埼玉県 東川口駅南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1398 川口市戸塚１－６－３０ 048-229-1413

埼玉県 戸田店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=151 戸田市笹目５丁目２２番地６号 048-449-7950

埼玉県 越谷店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=153 越谷市越ヶ谷１－６－５ 048-967-0543

埼玉県 本庄店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=879 本庄市８７８－７ 0495-27-0543

埼玉県 南越谷店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=155 越谷市南越谷２－１４－２９ 048-960-2339

埼玉県 春日部駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=158 春日部市中央６－１－２９ 048-731-7861

埼玉県 久喜店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=162 久喜市大字久喜新１１５２－１ 0480-26-1580

埼玉県 川越店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=163 川越市石原町２－５７－２ 049-227-4543

埼玉県 坂戸店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=164 鶴ヶ島市脚折町１－３６－２ 049-286-3900

埼玉県 志木店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=166 朝霞市朝志ヶ丘１－１５２０－２ 048-476-3543

埼玉県 所沢小手指店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=168 所沢市上新井４－６９－２ 042-923-0543

埼玉県 熊谷店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=169 熊谷市佐谷田４００８－６ 048-527-2543

埼玉県 熊谷駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=170 熊谷市桜木町１－４ 048-529-2935

埼玉県 上尾駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=171 上尾市上町１－５－４ 048-778-1801

千葉県 臼井店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=960 佐倉市王子台４－５－１ 043-310-5721

千葉県 京成臼井駅前カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=993 佐倉市王子台１－２７－１８ 043-310-7555

千葉県 千葉駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=175 千葉市中央区弁天２－１－１７ 043-254-5177

千葉県 蘇我店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=176 千葉市中央区塩田町４７２－１ 043-209-3812

千葉県 千葉浜野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=177 千葉市中央区浜野町１０２５－２６１ 043-209-9222

千葉県 海浜幕張駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=179 千葉市美浜区ひび野１－９ スーク海浜幕張１Ｆ 043-213-3543

千葉県 千葉新港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=180 千葉市美浜区新港１３９ 043-254-5177

千葉県 稲毛海岸駅前カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=181 千葉市美浜区高洲３－１５ ベイマークスクエアプラザコート１Ｆ 043-213-3543

千葉県 松戸駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=184 松戸市松戸１１６３ 047-308-7881
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千葉県 東松戸駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=185 松戸市東松戸４－７－６ 047-312-7800

千葉県 南花島ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=187 松戸市南花島２－２１－１ 047-308-7881

千葉県 松戸栄町カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=188 松戸市栄町西２－９２３－２ 047-308-7700

千葉県 松戸三矢小台ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=189 松戸市三矢小台５－２５－１ 047-308-7715

千葉県 流山江戸川台ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=190 流山市中野久木３７８－１ 04-7197-7255

千葉県 東松戸カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=192 松戸市紙敷１１６－２ 047-308-7715

千葉県 古ヶ崎ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=195 松戸市古ヶ崎３－３３１１ 047-308-7715

千葉県 我孫子ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=197 我孫子市我孫子３－１９－５ 昭和シェルＳＳ内 04-7197-7255

千葉県 西白井駅前カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=198 白井市清水口１－１－２ 047-420-8971

千葉県 本八幡店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=199 市川市大和田１－９－４ 047-300-8543

千葉県 船橋市役所前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=203 船橋市湊町２－３－１７ 047-420-8971

千葉県 本中山ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=857 船橋市本中山５－１０－１６ 047-300-8543

千葉県 船橋金杉カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=205 船橋市金杉１－１１ 047-420-8971

千葉県 船橋馬込沢ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=206 船橋市丸山５－４７－２ 047-420-8971

千葉県 船橋日大前ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1028 船橋市坪井東１－１－３０ 昭和シェルＳＳ内 047-420-8971

千葉県 船橋上山町ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=211 船橋市上山町１－３９－２９ 047-420-8971

千葉県 柏駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=212 柏市明原２－６－３ 04-7157-0217

千葉県 北柏ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=865 柏市北柏２－２２－３ 04-7197-7255

千葉県 柏高田ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=979 柏市高田１３９５－９ 04-7197-7255

千葉県 柏の葉キャンパス店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=215 柏市若柴３６７－１０ 04-7197-7255

千葉県 おおたかの森ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=886 流山市西初石６－Ａ２３－７ 04-7197-7255

千葉県 南流山ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1401 流山市大字木２５０（木地区Ａ５８街区４） 047-308-7881

千葉県 Ｒ１６野田山崎イーストＳＳ受付カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=219 野田市山崎１５９４－５７ 04-7120-0661

千葉県 成田空港第２ビルカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=222 成田市古込１－１ 成田空港第２ターミナルビル１階到着口内 0476-40-5885

千葉県 成田空港第１ビルカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=224 成田市三里塚字御料牧場１－１ 成田空港第１ターミナルビル１階到着口内 0476-40-5885

千葉県 成田空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=227 成田市駒井野１３７３－７ 0476-40-5885

千葉県 五井駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=229 市原市五井中央東１－１１－２１ 0436-23-8181

千葉県 五井駅前西口カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=230 市原市五井中央西２－８－３１ 0436-26-8770

千葉県 木更津駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=231 木更津市中央１－７－２１ 0438-23-7381

千葉県 茂原公園前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=233 茂原市高師１３０９－１ 0475-47-4335

千葉県 茂原駅東口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=234 茂原市町保７－１４９ 0475-27-3302

東京都 羽田空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=265 大田区羽田５－３－１ 03-5735-2543

東京都 蒲田駅東口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=893 大田区蒲田４－２９－５ 高千穂ビル１Ｆ 03-3731-3100
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東京都 新橋内幸町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=237 千代田区内幸町１－３－１ 幸ビル駐車場内 03-3503-0543

東京都 東京丸の内店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1166 千代田区丸の内３－３－１ 新東京ビル１階 03-3212-0543

東京都 田町駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=240 港区芝５－３３－１ 森永プラザ１Ｆ 03-5439-9543

東京都 品川駅港南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=239 港区港南２－４－１０ 03-5769-0808

東京都 明治通り王子店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=244 北区堀船１－１５－８ 03-5390-0543

東京都 本駒込店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=980 文京区本駒込２－１８－１２ 03-6892-5543

東京都 赤羽駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=246 北区赤羽西１‐３‐９ 03-5948-9841

東京都 北千住店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=249 足立区千住河原町４９ 03-5284-2061

東京都 綾瀬駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=248 足立区綾瀬４－８－２ ジュネスコート綾瀬 03-5849-0543

東京都 綾瀬ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1085 足立区東綾瀬１－２５－２ 昭和シェルＳＳ内 047-308-7881

東京都 尾久橋通り舎人店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=250 足立区舎人２－１１－６ 03-5647-0543

東京都 鹿浜店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=252 足立区鹿浜２－２－７ 03-3855-0543

東京都 Ｒ６青戸ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=856 葛飾区立石５－２６－７ 047-308-7881

東京都 東金町ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=235 葛飾区東金町４－２８－１５ 047-308-7715

東京都 向島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=256 墨田区東向島３－３９－６ 03-3612-0543

東京都 錦糸町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=254 墨田区江東橋１－１０－８ 03-3634-7607

東京都 葛西店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=259 江戸川区中葛西３－２８－９ 03-3675-0543

東京都 木場公園店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=874 江東区平野３－２－８ 03-3630-0541

東京都 東雲駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=261 江東区東雲２－８－１０ 03-3599-0543

東京都 天王洲アイル店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=262 品川区東品川２－５－８ 天王洲パークサイドビル１Ｆ 03-5783-5330

東京都 渋谷駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=267 渋谷区桜丘２４－４ 03-3463-9666

東京都 学芸大学駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=269 目黒区鷹番３－１４－１５ アメニティー・ステージ古賀ビル 03-5725-0343

東京都 明大前駅店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=270 世田谷区松原２－４６－９ 03-3323-0543

東京都 千歳船橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=271 世田谷区経堂４－１６－８ 03-5799-1543

東京都 烏山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=272 世田谷区給田４－１－５ 03-3305-0543

東京都 新宿西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=275 新宿区西新宿１－２５－１ 新宿センタービルＢ１Ｆ 03-3345-0543

東京都 高井戸店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=276 杉並区高井戸西２－１７－１９ 03-5336-7543

東京都 西荻窪駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1162 杉並区松庵３－４１－１ 03-6915-0437

東京都 大塚駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=278 豊島区北大塚２－２１－４ 03-3940-0543

東京都 池袋西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=277 豊島区池袋２－５１－１４ 03-3986-3071

東京都 国立富士見台店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1290 国立市富士見台１－２３－１０ 042-501-2543

東京都 光が丘店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=279 練馬区谷原３－２０－３０ 03-5910-8543

東京都 上井草駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=892 練馬区下石神井４－１１ 03-5372-5550

4/5

https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=237
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1166
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=240
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=239
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=244
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=980
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=246
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=248
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1085
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=250
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=252
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=856
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=235
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=254
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=259
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=874
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=261
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=262
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=267
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=269
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=270
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=271
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=272
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=275
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=276
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1162
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=278
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=277
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1290
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=279
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=892


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

関東エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

東京都 練馬北町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=903 練馬区北町３－１４－１ 03-3931-1760

東京都 吉祥寺駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1216 武蔵野市吉祥寺南町１－６－７ 0422-24-6381

東京都 高円寺駅北口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1297 杉並区高円寺南４－５２－１ 03-6383-0230

東京都 府中駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=282 府中市宮町１－２１－１７ 042-314-0545

東京都 国分寺北店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=283 国分寺市北町１－１－１９ 042-321-5543

東京都 田無店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=284 西東京市西原町２－１－５ 042-450-7543

東京都 立川駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=285 立川市柴崎町２－３－１０ 042-522-0691

東京都 西武立川駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1033 立川市西砂町２－１５－１ 042-520-7543

東京都 あきる野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=286 西多摩郡日の出町平井２８－６ 042-588-0543

東京都 武蔵村山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=990 武蔵村山市榎３丁目８９－２ 042-590-0543

東京都 八王子駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=287 八王子市万町８－２ 042-620-0543

東京都 多摩ニュータウン店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=288 八王子市大塚５００－５ 042-653-0543

東京都 青梅インター店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=293 青梅市今井３－２－１４ 0428-33-0543

神奈川県 生麦店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=310 横浜市鶴見区生麦５－８－４７ 045-521-4561

神奈川県 港北センター南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=316 横浜市都筑区茅ヶ崎中央２４－４ 第６セキビル１Ｆ 045-949-1141

神奈川県 東戸塚駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=322 横浜市戸塚区品濃町５１６－１ 045-820-3371

神奈川県 港北高田駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1010 横浜市港北区高田東４－２３－１ 045-548-0543

神奈川県 武蔵中原店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=330 川崎市中原区上小田中３－３－８ 044-753-2580

神奈川県 溝の口駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=331 川崎市高津区下作延２－１２－３ 044-870-0543

神奈川県 柿生駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=333 川崎市麻生区上麻生６－９－１２ 044-981-5056

神奈川県 小田急相模原店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=334 座間市相模が丘１－３５－３６ 046-253-8688

神奈川県 相模原清新店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=335 相模原市中央区清新３－１－４ 042-704-0806

神奈川県 本厚木駅東口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=341 厚木市泉町１０－１ 046-228-0543

神奈川県 海老名店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=343 海老名市中央１－１１ 046-235-1543

神奈川県 横浜青葉店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=977 横浜市青葉区榎が丘８－６ 045-530-3120

神奈川県 鎌倉・大船駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=344 鎌倉市大船３－１－１５ 0467-81-3318

神奈川県 小田原店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=345 小田原市浜町４－１－１１ オレンジ平子ビル１Ｆ 0465-22-0354

神奈川県 湘南台駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=348 藤沢市湘南台２－１６－３ ルベルリエールＩＩ１Ｆ 0466-46-4543

神奈川県 平塚西口駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=350 平塚市紅谷町７ 0463-23-0543

神奈川県 伊勢原駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=353 伊勢原市伊勢原２－６－２５ 0463-98-0543
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