
 

 

2012年 9月 25日 

各位 

日産自動車株式会社 

オリックス自動車株式会社 

日産自動車×オリックス自動車 

国内自動車メーカーとカーシェアリング事業が初の協業 
～エコ スーパーチャージャー搭載の「新型ノート」をカーシェア＆レンタカー車両として導入～ 

 

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：カルロス ゴーン、以下「日産自動

車」）とオリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：亀井 克信、以下「オリックス自動

車」）は、2012 年 10 月 1 日から 12 月 31 日（※1）の間、オリックスカーシェアステーション（合計 9

拠点）およびオリックスのレンタカーネットワーク（合計 33拠点）にて、「新型ノート」体感キャンペー

ンを実施いたします。合計 50 台の「新型ノート」を導入し、特別キャンペーン価格にて気軽にご試

乗いただける機会を提供します。 

 

9 月 3 日に日産自動車より発売された「新型ノート」は、新開発エコ スーパーチャージャーを搭

載し、ガソリン登録車クラスNo．1の低燃費(※2)とキビキビとした気持ち良い走りを両立する新たな

エコカーです。発売以来、既に 21,880 台(※3)を受注しており、今回導入する「X DIG-S」グレードは、

その約 7割を占める人気のエコスーパーチャージャー搭載モデルとなります。 

日産自動車ではこれまでも販売店舗での試乗機会の提供に取り組んできましたが、カーシェア

リングおよびレンタカーとしてご利用いただくことで、より多くのお客さまに「新型ノート」の魅力を気

軽に体感していただく機会の創出につながることから、本企画の実現に至りました。 

 

オリックス自動車のデータによると、昨今、カーシェアリングをご利用いただいたお客さまが、そ

の体験をもとにクルマの購入を検討されるケースが増加しています(※4)。また、レンタカー事業に

て展開している「おもしろクルマコレクション」(※5)においても、レンタカーをご利用されたお客さまが

購入に至る傾向がみられます。カーシェアリングおよびレンタカーが、単なる移動手段としてクル

マを利用するだけではなく、クルマに乗る楽しさを体感し、購入を検討する機会となってきているこ

とから、より多くの皆さまに、さまざまなシーンで気軽にご利用いただけるよう、今回「新型ノート」を

特別料金にてお乗りいただけるプランをご提供します。 

 

今後も両社は、お客さまの様々なニーズにお応えできるよう、サービスのさらなる向上を図ると

ともに、クルマに乗る楽しさを体感いただける機会を提供してまいります。 

 

以 上 

※1 レンタカーとカーシェアでキャンペーン期間が異なります。詳細は次頁の【実施期間】をご参照ください。 

※2 グレード S DIG-S JC08モード 25.2km/L。ハイブリッド車・軽自動車を除く、排気量 1000cc以上（2012年 7月現在 日

産自動車調べ）。 

※3 2012年 9月 18日現在 日産自動車調べ。 

※4 2011年 4月と 2012年 4月末を比較。オリックス自動車調べ。 

※5 おもしろクルマコレクションの詳細は、オリックスのレンタカーホームページ（http://car.orix.co.jp/）にてご確認ください。 

http://car.orix.co.jp/


 

 

◆キャンペーン概要◆  

対象車両： エコ スーパーチャージャー搭載  

「新型ノート」 X DIG-S 

 

＜カーシェアリング＞ 

1．実 施 期 間 ： 2012年 10月 1日(月）～12月 31日(月)（※23：45返却分まで） 

2．受 付 開 始 ： 2012年 9月 30日(日) 

3．対 象 ｶ ｰ ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ：  
首都圏では、全 7色をご用意しています(※6) 

都道府県 ステーション 色 

首都圏 みなとみらい駅前 オーロラモーヴ 

大門・浜松町(※7) ソニックブルー 

大門・浜松町 ラディアントレッド 

六本木 4丁目 ダークメタルグレー 

新宿サブナード駐車場 A スーパーブラック 

東京駅八重洲地下駐車場Ｃ ブリリアントホワイトパール 

池袋 2丁目 B ブリリアントシルバー 

名古屋 名古屋新幹線口（エスカ） ソニックブルー 

近畿 南堀江 1丁目 ソニックブルー 

千里中央第 2立体 ソニックブルー 

※6 「X DIG－S」グレードは全 7色の設定となっています。 

※7 大門・浜松町ステーションは、10月 22日（月）からのご利用となります。 

4．料    金 ： 時間料金およびパック料金を下記の通り半額でご提供（※8） 

※8 別途、距離料金（1ｋｍあたり 15円）がかかります。 

5．ご 予 約 方 法 ： 通常通り、オリックスカーシェア予約サイトまたは iPhoneアプリにてご予
約ください(※事前に会員登録をしていただく必要があります。会員登録に関する詳細はオ

リックスカーシェアホームページよりご確認ください)。 

6．特 典 内 容 ： A）アンケートにご回答いただいた方、先着 300

名に「新型ノートプルバックカー」プレゼント 

B)さらに、ご利用いただいたお客さまを対象に、

抽選で  

 新型ノート ダイキャストミニカー（1/43)  5名様 
 NISSANキーホルダー＆ベアマスコットセット 5名様 
 オリックスカーシェア クオカード（500円分） 100名様 

 

15分 6時間パック 12時間パック 24時間パック 夜間パック

通常価格 200円 3,500円 4,500円 6,000円 2,500円

キャンペーン価格 100円 1,750円 2,250円 3,000円 1,250円

※ キャンペーンに関する詳細は、オリックスカーシェアのホームページ（ http://www.orix-carshare.com/ ）にて、9 月 26 日よ

りご確認いただけます。 

 

http://www.orix-carshare.com/


 

 

＜レンタカー＞ 

1．実施期間 ： 2012年 10月 1日(月）～12月 25日(火)（※ご出発分まで） 

2．受付開始 ： 2012年 9月 26日(水) 

3．対象店舗 ： 
都道府県 店舗 電話番号 

栃木 那須塩原駅前店（オリックス） 0287-67-1543 

埼玉 久喜営業所（ジャパレン） 0480-26-1580 

上尾店（オリックス） 048-778-1801 

東京 赤羽駅前営業所（ジャパレン） 03-3903-3401 

浅草駅前店（オリックス） 03-5806-0543 

池袋西口店（オリックス） 03-3986-3071 

向島店（オリックス） 03-3612-0543 

東京駅八重洲口店（オリックス） 03-3231-0543 

葛西店（オリックス） 03-3675-0543 

瑞江駅前店（オリックス） 03-5636-0543 

吉祥寺営業所（ジャパレン） 0422-47-0523 

神奈川 港北センター南店（オリックス） 045-949-1141 

新潟 新潟空港店（オリックス） 025-275-0543 

新潟駅前営業所（エックス） 025-244-3712 

新潟西蒲営業所（エックス） 0256-88-0500 

東港営業所（エックス） 025-256-3711 

富山 富山駅北口店（オリックス） 076-432-0543 

石川 金沢店（オリックス） 076-232-0543 

大阪 西本町店（オリックス） 06-4390-8543 

野田阪神駅前店（オリックス） 06-6450-0543 

深江橋営業所（ジャパレン） 06-6969-3900 

兵庫 三宮駅前店（オリックス） 078-261-0543 

尼崎営業所（ジャパレン） 06-6429-3900 

滋賀 近江八幡店（オリックス） 0748-65-6190 

岡山 岡山店（オリックス） 086-227-0543 

広島 福山駅前営業所（ジャパレン） 084-932-7339 

広島駅新幹線口店（オリックス） 082-568-0543 

広島新井口駅前営業所（ジャパレン） 082-270-3670 

福山駅前営業所（ジャパレン） 084-932-7339 

愛媛 松山空港営業所（ジャパレン） 089-973-9554 

福岡 学研都市駅前店（オリックス） 093-805-3901 

小倉赤坂海岸店（オリックス） 093-533-0820 

沖縄 宮古島営業所（ジャパレン） 0980-73-2939 

4．料    金 ： 下記特別料金にてご提供 

5．ご予約方法： ホームページにて、24時間受付いたします。 

6．ご利用条件： ご利用後、当社アンケートにご回答いただける方。 

 

ベーシックＡ 6時間 12時間 24時間 追加１日 追加１時間

通常価格 6,825円 7,875円 9,450円 7,875円 1,260円

キャンペーン価格 4,200円 4,725円 5,250円 4,725円 なし

※ キャンペーンに関する詳細は、オリックスのレンタカーホームページ（http://car.orix.co.jp/）にて、9 月 26 日よりご確認いた

だけます。 

 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

日産自動車株式会社  国内企業・商品広報部  電話：０４５－５２３－５５２１ 

オリックス自動車株式会社 社長室 広報担当 工藤・梶谷 電話：０３－６４３６－６０３０ 

※ 都合により配備店舗が変わる場合があります。 

 

http://car.orix.co.jp/

