2022 年 株主優待制度

グループ優待
株主カード
による

優待のご案内

2022年3月末以前に株式保有の株主さまには、

株主カードのご提示により、
オリックスグループが

2022年7月上旬にお送りした「ふるさと優待」

のお申し込み書類一式に株主カードを同封して

提供する各種サービスを割引価格でご利用いた
だけます。レジャーやビ ジネスなど、さまざまな
シーンで有効期限内に何度でもご利用いただけ
ますので、ぜひご活用ください。

お届けしています。 株主カードは株主さまご本

2022
転売禁止

人以外のご使用を固くお断りいたします。

有効期限

2023年7月31日まで
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ビス（野球観戦を含む）の一部休止を実施させてい
ただいている可能性がございます。ご不便をおかけ
し大変恐縮ではございますが、各サービスをご利用
いただく際には、事前にオリックスグループ各社お
よび各施設のウェブサイトをご確認いただきます
ようお願いいたします。
※優待割引価格は消費税込の利用料金を記載してい
ます。
※裏面にお名前の記載がない株主カードはご利用い
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ご利用について
● 優待価格や適用除外日などの詳細はP13「宿泊優待料金」をご参照ください。
● ご予約・お問い合わせの際は、
「オリックスの株主」である旨をお伝えください。
● ご宿泊当日に、
「株主カード」をフロントにご提示ください。
● 他の特典との併用はできません。

宿泊先一覧
都道府県

北海道
福島県

千葉県

施設名
クロスホテル札幌

函館・湯の川温泉 ホテル万惣
会津・東山温泉 御宿 東鳳
セミナーハウス

クロス・ウェーブ船橋

箱根・強羅 佳ら久

ハンドレッドステイ 東京新宿

東京都

ハイアット セントリック 銀座 東京
ホテルJALシティ羽田 東京
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング

神奈川県
富山県
石川県
静岡県

都道府県

京都府

施設名
クロスホテル京都

ハイアット リージェンシー 京都

箱根・芦ノ湖 はなをり

クロスホテル大阪

箱根・強羅 佳ら久

ホテル ユニバーサル ポート

黒部・宇奈月温泉 やまのは

大阪府

ハイアット セントリック 金沢
ハイアット ハウス 金沢

ホテル ミクラス
オークラアクトシティホテル浜松

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
セミナーハウス

兵庫県
福岡県

クロス・ウェーブ梅田

ホテル日航姫路
クロスライフ博多天神
クロスライフ博多柳橋

都道府県

大分県
沖縄県

施設名
別府温泉 杉乃井ホテル

ヒルトン沖縄北谷リゾート
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

ヒルトン沖縄北谷リゾート
ダブルツリーbyヒルトン
沖縄北谷リゾート
レストランご飲食代 10％OFF※
※レストランご飲食代の割引はヒルトン沖縄北谷リゾートおよび
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートのみとなります。

各施設のお問い合わせ先はP11をご覧ください。
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ふく料理

春帆楼

ドリンク1杯無料

日本のふく料理公許第一号である春帆楼では、
下関の本場
ふくの味を各地でお楽しみいただけます。下関の迎賓館
「春帆楼」本店をはじめ、
東の旗艦店の東京店など4店舗で
皆さまのお越しをお待ちしています。
※下関では河豚（ふぐ）を“福”に通じるということで
「ふく」と呼びます。
ご利用について

「オリックスの株主」である旨を
● お問い合わせの際は、
お伝えください。
● ご利用当日に、
「株主カード」をスタッフにご提示ください。
● 他の特典との併用はできません。

とらふく刺し

下関本店
各店舗のお問い合わせ先はP12をご覧ください。

京都水族館・すみだ水族館・新江ノ島水族館

入場料金10％OFF
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京都の山々がもたらす川の恵みから、海に至るつながりと生
態系を再現する「京都水族館」、
東京スカイツリータウンⓇ内に
あり、国内最大級の屋内開放型ペンギンプールなど、いきもの
たちを近くに感じられる「すみだ水族館」
「
、相模湾と太平洋」
をテーマとし、
幻想的な癒やし空間の美しいクラゲ展示でも知ら
（注）
。
「 京都水族館」
と
「すみだ水族館」
れる「新江ノ島水族館」
は2022年に開業10周年を迎えました。大人も子どもも楽し
める、3つの水族館へぜひお越しください。
ご利用について

● チケット売場窓口にて「株主カード」をご提示ください。

すみだ水族館

※ 券売機では割引の対応ができませんので窓口にて入場券をお求めください。

● 割引の人数制限はございません。
● 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、館内の状況により入
館をお待ちいただく場合がございます。
● 中・高校生は窓口にて生徒手帳のご提示が必要です。
● 当日券を購入する場合のみ利用可能です。
● 他の特典・割引との併用はできません。

（注） オリックスグループは、2018年1月４日付けで新江ノ島水族館を管理・運営する株式会
社新江ノ島水族館の持ち株のすべてを売却し、現在はその関連会社ではありません。
登録商標である新江ノ島水族館ロゴ、および新江ノ島水族館を含む名称は株式会社
新江ノ島水族館の承諾を得て使用しています。

京都水族館

新江ノ島水族館
各施設のお問い合わせ先はP12をご覧ください。
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医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック

人間ドック各種コースを

優待価格にて

※オリックスは、医療機関向け業務支援サービス会社との資本提携を通じて
「医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック」
の
運営を支援しています。

株主優待

通常価格： 165,000円
優待価格：107,250円

株主優待

通常価格： 220,000円
優待価格：143,000円

女性検査内容

通常価格：
優待価格：

検査内容

がんPETドック
総合がんPETドック
株主優待

MCIドック※

※脳の機能低下を画像で診る検診となります。

110,000円

77,000円

検査内容
男性検査内容

お問い合わせ先

医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック 健康管理センター

028-657-7302
URL

受付時間 10：00～17：00
（日・祝日を除く）

https://ucc.or.jp/

PET-CT
（ 頚部～大腿部）
・
基本検査
PET-CT
（ 頚部～大腿部)・
骨盤ＭＲ・
I 脳ＭＲ・
I 超音波(腹部、
甲状腺)・各種基本検査・血液検査
PET-CT
（ 頚部～大腿部 )・骨盤MRI・脳MRI・超音波(腹部、
甲状腺、
乳房)・
3Dマンモグラフィー・各種基本検査・血液検査
PET-CT(頭部のみ)・MRI(脳画像のみ)・VSRAD・各種基本検査・
血液検査(ホモシステイン酸)

ご利用について

● お問い合わせの際は、
「オリックスの株主」である旨をお伝えください。
● ご利用当日、
受け付けの際に「株主カード」をご提示ください。
● 他の特典との併用はできません。
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オリックス野球クラブ

2023年シーズン公式戦ホームゲーム

当日券を優待価格にて

2023年シーズンにつきましては、
優待内容の詳細が決まり次第、
オリックスグループサイト

https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/individual/investment/index.html

にて対象試合・席種・優待価格をお知らせいたします。
●オリックス主催の一軍パ・リーグ公式戦ホームゲームの当日券にのみご利用いただけます。
●オープン戦、クライマックスシリーズなど、一部対象外の試合がございます。
●2023年公式戦日程は、下記サイトにてご確認ください。
URL

https://www.buffaloes.co.jp/game/schedule/

京セラドーム大阪 ©ORIX Buffaloes

お問い合わせ先

オリックス・バファローズ

0570-01-8862

受付時間 10：00～17：00
（土・日・祝日を除く）
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オリックス自動車
個人向けカーリース

ご成約者さまにカーナビゲーションをプレゼント

お問い合わせ先

オリックス自動車 マイカーデスク
URL

0120-094-012 受付時間 9:00〜19:00（土・日・祝日を除く）
https://www.carlease-online.jp/
長く大事に新車に

ご利用について

もっと手軽に

乗りたいあなたに！
新車に乗れる！
● 上記ウェブサイトから個人向けリース契約をお申し込みください。
上記ウェブサイト以外（ECモールなど）からのお申し込みは対象外となります。
● 新車の個人向けカーリース契約が対象です。中古車のリース契約は対象外となります。
「オリックスの株主」である旨をお伝えください。
● フリーダイヤルからのお問い合わせの際は、
「オリックス株主」と記載してください。
ウェブサイトからのお問い合わせの際は、お問い合わせフォーム備考欄に
● カーナビゲーションはオリックス自動車指定の機種となります。
● カーナビゲーションが標準装備されているクルマは対象外となります。
● 他の特典との併用はできません。
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レンタカー
【株主さま予約専用ページ】

基本料金30％OFF（北海道/沖縄(本島)は、基本料金50％OFF）
ハイシーズンは、北海道/沖縄（本島）含む全国でハイシーズン料金30％OFF

右記QRコードを読み取りいただくと簡単に接続できます。
URL

※対象車種はエリアにより異なります。

https://car.orix.co.jp/corporate/orix_kabunushi.html

ご利用について
● 上記株主さま予約専用ページから事前のご予約が必要です。店舗での受け付けは行っておりません。
● 株主さまご本人がご来店のうえ、運転もしくは同乗する必要があります。
● 店舗にて「株主カード」をご提示ください。
ご提示がない場合は、株主さま優待レンタカープランを適用できません。
● 車両台数の関係上、ご予約を承れない場合がございます。
● ご 利用のクラス、地域、期間により最安値とならない場合がございます。
● 株主さま優待レンタカープランに記載の車両クラスが対象となります。記載のないクラスは対象外となりますのでご了承ください。
●小豆島店、泊港とまりんカウンターは本優待の対象外となります。また、対象外の店舗は変更になる場合がございます。
● その他注意事項については、オリックスレンタカーウェブサイトにてご確認ください。
お問い合わせ先 オリックス自動車 レンタカー予約センター
TEL:0120-30-5543 受付時間 8：00〜20：00（平日）/8：00〜17：00（土・日・祝日）
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カーシェアリング

新規入会で『ICカード発行手数料（1,650円）無料』
＆
『月額基本料2カ月無料』
＆
『5,980円分時間料金無料/月×2カ月』

お問い合わせ先

オリックスカーシェア 問合せ受付センター

03-5958-3012
URL

受付時間 9：00～17：00
（年中無休）

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

ご利用について
● 既にオリックスカーシェア会員の方は本優待対象外です。
● 本優待はオリックスカーシェア個人Aプラン新規入会の方が対象となります。

●オンライン入会ページ「キャンペーンコード」に「株主さま専用コード」をご入力ください。
入力がない場合、本優待を受けることができませんのでご注意ください。
● 月額基本料無料期間終了後は通常の個人Aプラン（月額基本料880円）への継続となります。
● 月額基本料無料期間中は通常の880円分のサービス料金は含まれません。
● 他の特典との併用はできません。
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●5,980円分時間料金無料の適用は1カ月ごととなり、未使用額の繰り越しはできません。
● 距離料金は、無料時間料金の対象ではありません。

中古車販売

オリックス認定中古車をご購入時に表示価格より税込3万円OFF

お問い合わせ先

オリックスU-car
URL

https://www.orixcar.jp/

ご利用について
● 上記のウェブサイトより店舗を検索していただき、
お近くのご利用店舗へお電話ください。
● ご 来店のうえ、必ず商談前にスタッフへ「株主カード」をご提示ください。
● 他 の特典との併用はできません。
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お問い合わせ先一覧
都道府県

北 海 道

クロスホテル札幌

施設名

カテゴリ

函館・湯の川温泉 ホテル万惣

福 島 県 会津・東山温泉 御宿 東鳳
千 葉 県 セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋
東 京 都

神奈川県

宿泊

静 岡 県
京 都 府

大 阪 府

TEL

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-23

011-272-0010

旅館

〒042-0932 北海道函館市湯川町1-15-3

0138-57-5061

旅館

〒965-0813 福島県会津若松市東山町大字石山字院内706

0242-26-4141

ビジネスホテル 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-9-3

047-436-0111

ハンドレッドステイ 東京新宿

滞在型ホテル

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-27-7

03-6890-9100

ハイアット セントリック 銀座 東京

シティホテル

〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-7

03-6837-1313

ホテルJALシティ羽田 東京

ビジネスホテル 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町4-11

03-5735-2525

ホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング

ビジネスホテル 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町4-16

03-5735-2525

箱根・芦ノ湖 はなをり

旅館

〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

0460-83-8739

箱根・強羅 佳ら久

旅館

〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8

0460-83-8860

旅館

〒938-0282 富山県黒部市宇奈月温泉352番地7

0765-62-1311

シティホテル

〒920-0031 石川県金沢市広岡1-5-2

076-256-1360

富 山 県 黒部・宇奈月温泉 やまのは
石 川 県

所在地

シティホテル

ハイアット セントリック 金沢
ハイアット ハウス 金沢

滞在型ホテル

〒920-0031 石川県金沢市広岡1-5-2

076-256-1460

ホテル ミクラス

旅館

〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町3-19

0557-86-1111

オークラアクトシティホテル浜松

シティホテル

〒430-7733 静岡県浜松市中区板屋町111-2

053-459-0111

クロスホテル京都

シティホテル

〒604-8031 京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町71-1

075-231-8831

ハイアット リージェンシー 京都

シティホテル

〒605-0941 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

075-541-1234

クロスホテル大阪

シティホテル

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-5-15

06-6213-8281

ホテル ユニバーサル ポート

リゾートホテル

〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島1-1-111

06-6463-5000

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田

リゾートホテル

〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-1-16

兵 庫 県 ホテル日航姫路

06-6460-8000

ビジネスホテル 〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1-12

06-6312-3230

シティホテル

079-222-2231

〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町100
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福 岡 県

宿泊

食事

クロスライフ博多天神

シティホテル

〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3-26-30

092-733-0123

クロスライフ博多柳橋

シティホテル

〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉1-6-5

092-733-3911

旅館

〒874-0822 大分県別府市観海寺1

0977-24-1141

ヒルトン沖縄北谷リゾート

リゾートホテル

〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-1

098-901-1111

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

リゾートホテル

〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜43

大 分 県 別府温泉 杉乃井ホテル
沖 縄 県

ふく料理 春帆楼
下関春帆楼
施設名

水族館
ヘルス
ケア
野球観戦

都道府県

山口県

本店

東京都

東京店

店舗名

TEL

083-223-7181
03-5211-2941

下関春帆楼
春帆楼茶寮

098-901-1111
店舗名

大阪府

阿倍野店

山口県

下関大丸店

TEL

06-6625-2378
083-235-8029

所在地

TEL

京都水族館

〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）

075-354-3130

すみだ水族館

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F

03-5619-1821

新江ノ島水族館

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1
施設名

医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック
オリックス・バファローズ

0466-29-9960
所在地

〒321-0112 栃木県宇都宮市屋板町561-3

0570-01-8862

個人向けカーリース

マイカーデスク

TEL

028-657-7302

URL

https://ucc.or.jp/

受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

各社の専用ダイヤル・ウェブサイトよりお申し込みください。

カー
ライフ

都道府県

お問い合わせ先

TEL

0120-094-012
0120-30-5543

レンタカー

レンタカー予約センター

カーシェアリング

オリックスカーシェア 問合せ受付センター

中古車販売

オリックス U-car

03-5958-3012

URL

https://www.carlease-online.jp/
https://car.orix.co.jp/corporate/orix_kabunushi.html
https://www.orix-carshare.com/
https://www.orixcar.jp/

グループ優待のご利用については、各施設にお問い合わせください。優待制度全般のご質問については、下記までご連絡ください。

オリックス株式会社

03-3435-3000（代表） URL

受付時間 9：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/

▶
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宿泊優待料金

ご予約・お問い合わせは各宿泊施設にご連絡いただき、「オリックスの株主」である旨をお伝えください。ご宿泊当日はフロントで「株主カード」をご提示ください。
株主さまご本人のご宿泊が必要となります。ご予約にあたっては、料金表下部の注意事項をご確認ください。
部屋タイプ、
ご利用人数など

優待料金
平日
休前日
（１名さまあたり）
（１名さまあたり）

クロスホテル札幌
TEL. 011-272-0010

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

函館・湯の川温泉 ホテル万惣
TEL. 0138-57-5061

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

福島県

会津・東山温泉 御宿 東鳳
TEL. 0242-26-4141

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

千葉県

セミナーハウス
クロス・ウェーブ船橋
TEL. 047-436-0111

シングルまたはツインのシングル利用
（1名1室）

￥6,000

ツイン
（2名1室）

￥5,500

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

キング・ツイン
（1名1室または2名1室）

公式ウェブサイトのプランより
最大15％OFF

ホテルJALシティ羽田 東京
TEL. 03-5735-2525

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

ホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング
TEL. 03-5735-2525

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

箱根・芦ノ湖 はなをり
TEL. 0460-83-8739

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
5%OFF

箱根・強羅 佳ら久
TEL. 0460-83-8860

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
5%OFF

黒部・宇奈月温泉 やまのは
TEL. 0765-62-1311

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

エリア

北海道

施設名／電話番号

ハンドレッドステイ 東京新宿
TEL. 03-6890-9100

東京都

神奈川県

富山県

ハイアット セントリック 銀座 東京
TEL. 03-6837-1313

備

考

素泊まり料金です。
ご朝食はお問い合わせください。
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ツインまたはキング
（1〜3名1室）

ハイアット セントリック 金沢
TEL. 076-256-1360

シティビュー ツイン
またはキング
（1〜3名1室）
デラックス ツイン
またはキング
（1〜3名1室）

公式ウェブサイトのプランより
最大15％OFF

素泊まり料金です。
ご朝食はお問い合わせください。

公式ウェブサイトのプランより
最大15％OFF

1泊1室につき、1名さまのご朝食が無料、
World of Hyattご入会で2名さままで無料、
3名さま以上の追加料金はお問い合わせください。
12歳以下のお子さまのご朝食は無料となります。

プレミアム ツイン
またはキング
（1〜3名1室）

石川県

デン キング
（1〜2名1室）

ハイアット ハウス 金沢
TEL. 076-256-1460

キッチン スタジオ
（1〜4名1室）
キッチン コーナー スイート
ツイン
（1〜3名1室）
キッチン スイート
ツイン
（1〜4名1室）

ホテル ミクラス
TEL. 0557-86-1111

静岡県

オークラアクトシティホテル浜松
TEL. 053-459-0111

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

スタンダードシングル
（1名1室）

￥10,435

スタンダードツイン
（2名1室）

￥9,075

素泊まり料金です。
ご朝食は￥2,400/1名さまにて承ります。
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エリア

施設名／電話番号

クロスホテル京都
TEL. 075-231-8831

京都府

大阪府

ハイアット リージェンシー 京都
TEL. 075-541-1234

1名 以上
ゲストルーム
キング・ツイン
（1名1室または2名1室）
デラックス ルーム
キング・ツイン
（1名1室または2名1室）

優待料金
平日
（１名さまあたり）

備

休前日
（１名さまあたり）

考

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

公式ウェブサイトのプランより
15％OFF

デラックス ルームは追加￥6,339にて3名さま
1室でもご利用いただけます。

クロスホテル大阪
TEL. 06-6213-8281

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

ホテル ユニバーサル ポート
TEL. 06-6463-5000

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

素泊まりおよび朝食付きプランのみ割引対象です。
ミニオンルーム、
コンセプトルームは割引対象外です。

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
TEL. 06-6460-8000

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

素泊まりおよび朝食付きプランのみ割引対象です。
コンセプトルームは割引対象外です。

シングル
（1名1室）

￥6,000

シングル
（1名1室）

￥7,000

ツイン・ダブル
（2名1室）

￥6,500

セミナーハウス
クロス・ウェーブ梅田
TEL. 06-6312-3230

兵庫県

部屋タイプ、
ご利用人数など

ホテル日航姫路
TEL. 079-222-2231

素泊まり料金です。
ご朝食はお問い合わせください。
素泊まり料金です。
ご朝食は￥2,000/1名さまにて承ります。
ニッコーフロアは￥1,000/1名さまの追加にて承ります。
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福岡県

大分県

沖縄県

クロスライフ博多天神
TEL. 092-733-0123

1名 以上

クロスライフ博多柳橋
TEL. 092-733-3911

1名 以上

別府温泉 杉乃井ホテル
TEL. 0977-24-1141

1名 以上

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

ヒルトン沖縄北谷リゾート
TEL. 098-901-1111

1名 以上

公式ウェブサイトの
シンプルステイ料金より10%OFF

素泊まり料金です。
ご朝食は￥3,600/1名さまにて承ります。

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
TEL. 098-901-1111

1名 以上

公式ウェブサイトの
シンプルステイ料金より10%OFF

素泊まり料金です。
ご朝食は￥3,600/1名さまにて承ります。

公式ウェブサイトのプランより
10％OFF
公式ウェブサイトのプランより
10％OFF

【ご注意事項】

※上記料金の有効期限は、2023年3月31日
（金）
までです。2023年4月1日
（土）以降の優待料金につきましては、料金確定後にオリックスグループサイト
（投資家情報）
にてご案内いたします。
※優待料金は、適用除外日、適用除外プランがございます。詳細は施設へお問い合わせください。
※上記料金は、1名さまあたりの消費税・サービス料込の利用料金です。
※旅行業者を通してのご予約はお取り扱いできません。
※(1名1室)の表記がない施設における1名さまでのご利用は、優待の対象外となります。
※株主優待対象客室が完売の場合は、優待価格でのご予約を承ることができません。
※一部設定日においては優待料金よりも市販のキャンペーン料金が安く販売されることがございます。
※緊急事態宣言などの発出により一時休館などの措置を行う場合がございます。
※旅館は別途入湯税をいただきます。詳細は各施設へお問い合わせください。
※別途宿泊税をいただく場合がございます。詳細は各施設へお問い合わせください。
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