
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

近畿エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

滋賀県 大津駅南口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=543 大津市音羽台５－３４ 077-511-0555

滋賀県 米原駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1400 米原市米原２３３－１３ 0749-53-3399

滋賀県 南彦根店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=544 彦根市小泉町１４０－１ 0749-21-5489

滋賀県 南草津駅前西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=545 草津市南草津１丁目４－１ 077-569-1850

滋賀県 長浜駅前西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=546 長浜市公園町１３２０ 0749-64-5030

滋賀県 水口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=547 甲賀市水口町北脇４５０－２ 0748-65-6190

滋賀県 近江八幡店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=860 近江八幡市友定町４７７－２ 0748-38-5151

滋賀県 八日市ＳＳカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1256 東近江市八日市上之町８－３８ 0748-38-5151

京都府 京都駅前新幹線口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=548 京都市南区西九条北ノ内町１３－１ ＷＡＫＡＴＯビル地下１Ｆ 075-681-0543

京都府 京都南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=549 京都市南区上鳥羽南鉾立町２０－１ 075-693-7603

京都府 二条店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=552 京都市中京区西ノ京船塚町１８－８ 075-803-1685

京都府 四条店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=905 京都市下京区四条通西洞院西入傘鉾町５５ 075-257-4800

京都府 福知山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=553 福知山市荒河新町３３番地 0773-23-3900

京都府 西舞鶴店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=554 舞鶴市字公文名７０－１ 0773-77-0039

京都府 舞鶴港クルーズ船カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1298 舞鶴市字下福井８９９－８ 0773-77-8884

京都府 東舞鶴店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=555 舞鶴市森町１３番地２０ 0773-64-0039

大阪府 関西空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=566 泉南郡田尻町泉州空港中１番地 エアロプラザビル１Ｆ 072-456-8780

大阪府 大阪空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=571 豊中市螢池西町１－２－２９ 06-6840-0543

大阪府 大阪空港北店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=570 池田市石橋３－７－１７ 050-3538-3920

大阪府 大阪駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=556 大阪市北区梅田１－１１－４ 大阪駅前第４ビル地下２階 06-6343-6145

大阪府 西梅田駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1321 大阪市北区曽根崎新地２－５－２８ 06-6344-4590

大阪府 新大阪店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=557 大阪市淀川区宮原１－１９－１７ 06-6399-0543

大阪府 東淀川店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=558 大阪市東淀川区菅原２－１０－６ 050-3532-3920

大阪府 京橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=559 大阪市都島区東野田町２－９－７ 06-6136-0543

大阪府 深江橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=561 大阪市城東区諏訪４－４－１６ 06-6969-3900

大阪府 北浜店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=562 大阪市中央区平野町２－２－９ 050-3536-6670

大阪府 長堀橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1322 大阪市中央区南船場２－４－２３ 06-6264-7110

大阪府 近鉄上本町駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1310 大阪市天王寺区小橋町１４－５２ 06-6772-8440

大阪府 天王寺駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=563 大阪市天王寺区南河堀町９番３５号 06-6779-5900

大阪府 あべのハルカス店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1303 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 06-6624-7551

大阪府 本町駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1324 大阪市西区立売堀１－５－１７ 06-6533-3769

大阪府 弁天町駅北口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1323 大阪市港区波除５－１３－２７ 06-6582-1956

大阪府 野田阪神駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=565 大阪市福島区海老江７－２－３７ 06-6450-0543
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大阪府 ＪＲなんば駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1163 大阪市浪速区桜川１－２－１０ 06-6568-0543

大阪府 住吉あびこ店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=882 大阪市住吉区苅田３－１６－１８ 050-3539-0543

大阪府 千里中央駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1130 豊中市新千里東町１－３ せんちゅうパル２４１－１ 06-6834-3900

大阪府 江坂店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=572 吹田市江の木町９－２０ 050-3533-3900

大阪府 江坂駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=573 吹田市江坂町１－４－１７ 06-6337-0543

大阪府 高槻店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=575 高槻市松原町１７－２０ 072-676-0543

大阪府 大日駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=896 守口市大日東町１１－１４ 06-6904-3900

大阪府 枚方店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=568 枚方市宮之阪３－１－３ 072-805-5430

大阪府 近鉄荒本駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1307 東大阪市横枕西１－２８ 072-966-5411

大阪府 近鉄藤井寺駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1317 藤井寺市春日丘１－１０－１５ 072-938-7007

大阪府 河内長野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=577 河内長野市本町３－８ 0721-52-1900

大阪府 堺鳳店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=579 堺市西区鳳西町１－７７－１０ 050-3539-5343

大阪府 泉佐野店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=569 泉佐野市上瓦屋５８０－１ 0724-69-3900

兵庫県 豊岡駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1366 豊岡市高屋１０７３－２ 0796-22-0039

兵庫県 西宮北口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1027 西宮市高木西町３０－１９ 050-3385-0543

兵庫県 宝塚歌劇場前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1328 宝塚市宮の町１－２ 050-3386-0543

兵庫県 三宮駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=582 神戸市中央区八幡通３－２－２３ 078-261-0543

兵庫県 新神戸店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=583 神戸市中央区二宮町１－１１－１ 078-241-3942

兵庫県 玉津インター店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=591 神戸市西区持子２－１０１ 078-924-3820

兵庫県 神戸鷹取店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=589 神戸市長田区浪松町５－２－８ 078-733-3227

兵庫県 垂水舞子坂店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=919 神戸市垂水区清水が丘３丁目４－１ 078-786-0543

兵庫県 東灘店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=585 神戸市東灘区本庄町２－１２－２０ 078-413-0543

兵庫県 近鉄尼崎ニューアルカイック店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1304 尼崎市昭和通２－７－１ 06-6487-2231

兵庫県 尼崎店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=597 尼崎市浜田町３－７１ 06-6411-0543

兵庫県 塚口駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=598 尼崎市南塚口町２－１３－１６ 06-6421-3904

兵庫県 尼崎立花店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=599 尼崎市上ノ島町３－２８－３３ 06-6429-3900

兵庫県 姫路駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=593 姫路市西駅前町３３ 079-289-1682

兵庫県 姫路店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=594 姫路市安田４－１４９ 079-282-0543

兵庫県 姫路飾磨店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=596 姫路市飾磨区城南町３丁目５２番地 079-230-3227

兵庫県 西明石駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=592 明石市小久保１－７－２ 078-928-0543

兵庫県 明石駅西口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=943 明石市大明石町２－２－１２ 078-995-5210

兵庫県 加古川店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=600 加古川市加古川町粟津７１４－１ 079-421-0302

兵庫県 加古川駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=602 加古川市加古川町寺家町６４１番地 079-451-0543
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奈良県 奈良駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=605 奈良市大宮町１－２－７ 050-3532-0543

奈良県 近鉄奈良駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1318 奈良市中筋町１－１ 0742-24-5701

奈良県 近鉄西大寺駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1312 奈良市西大寺栄町２３２５－１ 0742-35-9855

奈良県 近鉄生駒駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1311 生駒市元町１－４６１－１ 0743-75-1649

奈良県 近鉄天理駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1316 天理市川原城町６５９ 0743-63-0371

奈良県 近鉄大和八木駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1313 橿原市内膳町４－１－３ 0744-22-4352

和歌山県 和歌山駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=606 和歌山市黒田１－１－４ 073-475-8860

和歌山県 田辺店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=607 田辺市湊５１－６ 0739-26-6822

和歌山県 南紀白浜空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1369 西牟婁郡白浜町２９２６－１０５９ 0739-42-5811
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