
 
 

2008 年 4 月 2 日 

各位 

オリックス自動車株式会社 

 

暫定税率廃止を受けて 

「春の新生活応援キャンペーン！！」を開始 
～レンタカー料金が最大 2,000 円 OFF～ 

 

 
暫定税率廃止によりガソリン代が値下げされる中、移動機会が増える新年度のスタートに向

けて、オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：三谷 英司）は 4 月 3 日（木）

より首都圏を中心とする 33 店舗にて「春の新生活応援キャンペーン！！」を開始しますので

お知らせいたします。 
 
春から新しい生活を迎えるお客様を応援するため、レンタカーをさらに気軽にご利用いただ

けますよう、今回のガソリン代の負担減に合わせて、レンタカー利用料金を 1,000 円～2,000

円割引させていただきます。 

 

■キャンペーン概要 

１．実 施 期 間     ：2008 年 4 月 3 日(木)～2008 年 5 月 31 日(土) ご出発分 
※GW 期間（2008 年 4 月 26 日(土)～2008 年 5 月 5 日(月)）のご出発分を除きます 

２．実  施  店  舗  ：首都圏を中心としたオリックスのレンタカーネットワーク 33 店舗 

３．キャンペーン内容     ：24 時間以上ご利用いただけるお客様が対象です（事前予約が必要） 

 

 

 

 

 

 

４．ご 利 用 方 法     ：レンタカー予約センター（℡：0120‐30‐5543）またはレンタカー予 

約ホームページ（http://car.orix.co.jp）、各店舗にて受付 

 

 

 

以上 
 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

オリックス自動車株式会社 社長室：山本・矢崎

℡：０３－６４３６－６０３０

★対象車種・割引料金（※税込）★ 

■主な対象車種  SK クラス（ライフ、ムーブなどの同車種）を除く全てのクラス 

■ご利用時間/割引料金(税込) 

    24 時間以上/￥1,000 ， 48 時間以上/￥1,500 ， 72 時間以上/￥2,000 

（ご参考：通常時基本料金(税込) / 24 時間\6,825～，48 時間\12,600～，72 時間\18,375～） 

※その他 ご利用条件などの詳細は、オリックス自動車レンタカー予約センター（℡：0120-30-5543）またはオリックス

自動車（「オリックスレンタカー」「レンタカージャパレン」「エックスレンタカー」）ホームページ（http://car.orix.co.jp）まで

お問い合わせください      



 
 
＜参考資料＞ 

■実施店舗 

地区 ブランド レンタカー店舗名 市区 住所 電話番号
浅草駅前店 台東区 雷門2-4-9 03-5806-0543
業平橋カウンター 墨田区 業平1-17-6 03-3829-1471
西葛西駅前店 江戸川区 西葛西6-5-12 MLD西葛西ビル1F 03-5659-0543
大島駅前店 江東区 大島5-34-10 サンクタス大島 03-5628-0545
瑞江駅前店 江戸川区 南篠崎町3-7-6 03-5636-0543
池袋西口店 豊島区 池袋2-51-14 03-3986-3071
東京駅八重洲口店 中央区 京橋1-1-1 八重洲ダイビル 03-3231-0543
六本木ヒルズ店 港区 六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワーB1Ｆ 03-5771-0543
府中駅前店 府中市 宮町1-21-17 042-314-0545
立川駅前店 立川市 曙町2-22-20 立川センタービル1Ｆ 042-528-5863
日野万願寺店 日野市 石田2-14-13 042-585-0820
八王子駅前店 八王子市 東町1-8 042-660-0543
中野南口営業所 中野区 中央5-40-18 03-5342-3850
吉祥寺営業所 武蔵野市 吉祥寺南町1-6-7 0422-47-0523
西荻窪営業所 杉並区 松庵3-41-1 03-5303-0545
蒲田営業所 大田区 蒲田5-39-3 03-3733-5921
赤羽駅前営業所 北区 赤羽南1-5-1 03-3903-3401
八王子営業所 八王子市 平岡町25-6 042-627-8550
立川南口営業所 立川市 柴崎町2-3-10 042-522-0691
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レンタカー

多摩堀之内営業所 八王子市 堀之内2-16-10 042-677-7444

オリックス
レンタカー

港北センター南店 横浜市 都筑区茅ヶ崎中央24-4　第6セキビル1F 045-949-1141

横浜西口営業所 横浜市 神奈川区鶴屋町2-10-3 045-317-6320
反町営業所 横浜市 神奈川区反町1-8-1 045-321-3900
東戸塚営業所 横浜市 戸塚区品濃町516-1 045-820-3371
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レンタカー

曙営業所 横浜市 中区曙町5-69-2 045-251-9659

千葉駅前店 千葉市 中央区富士見1-2-7 043-201-7543
海浜幕張駅前店 千葉市 美浜区ひび野1-9 スーク海浜幕張1F 043-213-3543
本八幡店 市川市 大和田1-9-4 047-300-8543
行徳駅前店 市川市 行徳駅前3-7-20 047-390-3221
松戸営業所 松戸市 松戸1357-1 047-361-2949
千葉駅前営業所 千葉市 中央区弁天2-1-17 043-254-5177
水戸営業所 水戸市 河和田町字稲荷新田4355-1 029-309-6406
土浦営業所 土浦市 湖北1-6-31 0298-25-6107
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■キャンペーン料金(税込) ※一部抜粋 

Ｓクラス（フィットなど） 

 

【24 時間】 

6,825 円 →5,825 円

【48 時間】 

12,600 円→11,100 円

【72 時間】 

18,375 円→16,375 円

Ａクラス（カローラなど） 

 

【24 時間】 

9,450 円 →8,450 円 

【48 時間】 

17,325 円→15,825 円

【72 時間】 

25,200 円→23,200 円

ＲＢクラス（カローラフィールダーなど） 

 

【24 時間】  

9,975 円 →8,975 円 

【48 時間】 

18,375 円→16,875 円

【72 時間】 

26,775 円→24,775 円

Ｄクラス（アコードなど） 【24 時間】 

14,700 円→13,700 円

【48 時間】 

26,250 円→24,750 円

【72 時間】 

37,800 円→35,800 円

                     


