
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

九州・沖縄エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

福岡県 福岡空港ターミナル前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=674 福岡市博多区空港前２－５－４４ 092-624-9911

福岡県 福岡空港ターミナル南店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=675 福岡市博多区空港前３－３－３ 092-623-8694

福岡県 福岡空港国際線ターミナル店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1391 福岡市博多区半道橋２－９－３４ 092-292-8094

福岡県 福岡空港国際線ターミナルカウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1342 福岡市博多区大字青木７３９ 092-623-8694

福岡県 福岡空港口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1199 福岡市博多区豊二丁目６－９ 092-415-3900

福岡県 博多駅筑紫口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=677 福岡市博多区博多駅東１－１１－１９ オオイパーキング１Ｆ 092-431-8694

福岡県 博多駅博多口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=678 福岡市博多区博多駅前２－３－２４ 092-411-8694

福岡県 筑紫通り諸岡店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=680 福岡市博多区諸岡２－１１－１９ 092-588-3939

福岡県 学研都市駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=868 福岡市西区徳永北１４番２号 092-805-3901

福岡県 九産大前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=682 福岡市東区唐原３－１２－１７ 092-665-1515

福岡県 千早駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=683 福岡市東区千早４－９２－２１ 092-661-3901

福岡県 天神大名店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=688 福岡市中央区大名２－９－５ 092-717-8020

福岡県 小田部店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=690 福岡市早良区小田部３－１－６ 092-833-3939

福岡県 姪浜店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=692 福岡市西区姪浜駅南１－７－２２ 092-892-8594

福岡県 新宮店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=969 糟屋郡新宮町三代西１丁目１－６ 092-962-3990

福岡県 春日大通り店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=991 春日市平田台１丁目３８番地 092-513-8800

福岡県 北九州空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1352 京都郡苅田町空港南町８－１２ 093-474-5777

福岡県 八幡インター店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1176 北九州市八幡西区楠橋南３丁目１－２４ 093-619-3900

福岡県 小倉駅新幹線口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=697 北九州市小倉北区浅野２－１２－２８ 093-533-0821

福岡県 小倉赤坂海岸店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=700 北九州市小倉北区赤坂海岸８－１８ 093-533-0820

福岡県 黒崎駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=702 北九州市八幡西区藤田２－４－２７ 093-642-0082

福岡県 宗像店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=703 宗像市徳重１－４－１ 0940-38-8333

福岡県 春日店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=704 春日市春日原北町１－１３ 世利ビル１Ｆ 092-588-8694

福岡県 飯塚店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=707 飯塚市有井３５２－５ 0948-82-4424

福岡県 苅田駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=708 京都郡苅田町幸町１３－１ 093-435-0820

福岡県 行橋駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=709 行橋市西宮市２－３１５－１ 行橋西駅前駐車場内 0930-26-3000

佐賀県 佐賀空港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=714 佐賀郡川副町大字犬井道９４７６－１８７ 0952-46-0543

佐賀県 佐賀駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=716 佐賀市天神２－２－２５ 0952-29-8694

佐賀県 新鳥栖駅店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1084 鳥栖市原古賀町２２０－２ ＪＲ新鳥栖駅内 0942-87-1322

長崎県 長崎空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=718 大村市箕島町５９３ 0957-54-6555

長崎県 長崎駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=720 長崎市尾上町１－８９ 長崎駅内 095-827-8694

長崎県 佐世保若葉町店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=725 佐世保市若葉町１－１３ 0956-33-7471

長崎県 早岐駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=727 佐世保市早岐１－２－６ 0956-39-2762
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長崎県 長崎壱岐店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=728 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦５３６－４－１ 0920-47-0300

長崎県 対馬空港ひとつばたご店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=730 対馬市美津島町鶏知乙３０６番地 0920-54-3213

長崎県 対馬空港ツバキ店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=731 対馬市美津島町鶏知乙３０４ 0920-54-2220

長崎県 対馬厳原吉永自動車カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=733 対馬市厳原町国分１４３６ 0920-54-3213

熊本県 熊本空港益城店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=734 上益城郡益城町杉堂９０１－２５ 096-232-8694

熊本県 熊本駅新幹線口店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=737 熊本市西区春日３丁目２２－４ 096-354-8694

熊本県 熊本慶徳校電停前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=739 熊本市中央区古川町３２ 096-354-8696

大分県 大分空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=742 国東市安岐町下原５４１－５７ 0978-67-3435

大分県 大分駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=747 大分市金池町１－１－１５ 097-534-8694

大分県 中津駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=748 中津市豊田町１－５ 0979-27-1223

宮崎県 宮崎空港フェニックス店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=749 宮崎市大字赤江字飛江田１９３－１ 0985-56-0111

宮崎県 宮崎空港ベアーズ店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=750 宮崎市大字赤江字飛江田１６８ 0985-60-3900

宮崎県 宮崎駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=751 宮崎市錦町１番１０号 宮崎グリーンスフィア壱番館１階 0985-31-7588

宮崎県 宮崎橘通店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=752 宮崎市橘通西４－２－３０ 0985-61-3900

宮崎県 延岡駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=753 延岡市幸町２－１２８ 0982-31-3900

宮崎県 都城店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=869 都城市平江町２－１０ 0986-21-3900

鹿児島県 鹿児島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=755 霧島市溝辺町麓１３４２－３ 0995-58-4182

鹿児島県 鹿児島中央駅前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=756 鹿児島市中央町４－１ 099-256-0082

鹿児島県 天文館店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=771 鹿児島市西千石町１０－１９ 099-225-0390

鹿児島県 屋久島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=760 熊毛郡屋久島町小瀬田７７３－６ 0997-43-5888

鹿児島県 種子島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=766 西之表市西町４９－１ 0997-23-4152

鹿児島県 徳之島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=768 大島郡天城町浅間１８５－１ 0997-81-2300

鹿児島県 徳之島亀徳港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=769 大島郡徳之島町亀徳２１８４－９９ モービル石油亀徳港給油所内 0997-83-3500

鹿児島県 奄美空港前店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=773 奄美市笠利町大字万屋字大久田２１７６ 0997-63-1201

沖縄県 宮古島空港カウンター https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=798 宮古島市平良下里１６５７－１２８ 宮古空港内 0980-73-5500

沖縄県 宮古島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=794 宮古島市平良字西里１３３２－３ 0980-73-5500

沖縄県 宮古島マンゴー店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=795 宮古島市平良字西里８８２ 0980-73-2939

沖縄県 みやこ下地島空港ターミナル店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1362 宮古島市伊良部字佐和田１７２７ みやこ下地島空港内 0980-74-5088

沖縄県 石垣島店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=796 石垣市平得１２１－２ 0980-83-8543

沖縄県 八重山店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=797 石垣市真栄里２８７－１ 0980-83-2727

沖縄県 新石垣空港ハイビスカス店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=958 石垣市盛山２２２－３５ 0980-87-5416

沖縄県 新石垣空港ゆうな店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=959 石垣市盛山２２２－３５ 0980-84-4033

沖縄県 久米島空港店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=800 島尻郡久米島町字北原６０３－１ 098-985-5151

2/3

https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=728
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=730
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=731
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=734
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=737
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=739
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=742
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=747
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=748
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=749
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=750
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=751
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=752
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=753
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=869
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=755
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=756
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=771
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=760
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=766
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=768
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=773
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=794
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=795
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1362
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=796
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=797
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=958
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=959
https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=800


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

九州・沖縄エリア

都道府県 店舗名 リンク先URL 住所 電話

沖縄県 西表島大原店 https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=863 八重山郡竹富町字南風見２０１－２０４ 0980-85-5888
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