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地域 都道府県 キャンペーン名 クーポン名称 クーポンお取扱いトヨタレンタリース店
※クリックして店舗をご確認ください

トヨタレンタリース札幌　＞

トヨタレンタリース新札幌　＞

トヨタレンタリース旭川　＞

トヨタレンタリース函館　＞

トヨタレンタリース帯広　＞

青森県 青森県おでかけキャンペーン（全国版）　＞ 青森県おでかけクーポン　＞ トヨタレンタリース青森　＞

岩手県 いわて旅応援プロジェクト 第４弾　＞ いわて応援クーポン　＞ トヨタレンタリース岩手　＞

トヨタレンタリース宮城　＞

トヨタレンタリース仙台　＞

秋田県 「秋田へＧｏ！」秋田を旅しようキャンペーン　＞ あきたびクーポン電子クーポン　＞ ー

山形県 やまがた旅割キャンペーン　＞ 地域限定クーポン　＞ ー

福島県 『福島県「来て。」割』　＞ 観光特典クーポン　＞ ー

茨城県 いば旅あんしん割　＞ 地域応援クーポン　＞ トヨタレンタリース茨城　＞

栃木県 第2弾 いちご一会とちぎ旅　割引キャンペーン　＞ 地域限定クーポン　＞ トヨタレンタリース栃木　＞

群馬県 愛郷ぐんま全国割　＞ 地域限定クーポン　＞ トヨタレンタリース群馬　＞

埼玉県 全国版　旅して！埼玉割　＞ 地域観光クーポン　＞ ー

トヨタレンタリース千葉　＞

トヨタレンタリース新千葉　＞

トヨタモビリティサービス　>

トヨタレンタリース多摩　　＞

トヨタレンタリース神奈川　＞

トヨタレンタリース横浜　＞

新潟県 使っ得！にいがた旅割キャンペーン　＞ 地域クーポン　＞ トヨタレンタリース新潟　＞

山梨県 やまなしグリーン・ゾーン旅割り　＞ 地域クーポン　＞ トヨタレンタリース山梨　＞

長野県 信州割SPECIAL（全国旅行支援）　＞ 観光クーポン　＞ ー

富山県 富山で休もう。とやま観光キャンペーン 第2弾　＞ 富山おみやげポイント　＞ トヨタモビリティ富山　＞

石川県 いしかわ旅行割キャンペーン　＞ 石川県観光クーポン　＞ トヨタレンタリース石川　＞

福井県 New！ ふくいdeお得キャンペーン　＞ ふくいdeお得クーポン　＞ トヨタレンタリース福井　＞

岐阜県 ほっと一息、ぎふの旅キャンペーン　第2弾　＞ ぎふ旅コイン　＞ トヨタレンタリース岐阜　＞

トヨタレンタリース静岡　＞

トヨタレンタリース浜松　＞

愛知県 いいじゃん、あいち旅キャンペーン 第2弾　＞ 地域クーポン　＞ トヨタレンタリース愛知　＞

三重県 おいでよ！みえ旅キャンペーン　＞ おいでよ！三重旅クーポン　＞ トヨタレンタリース三重　＞

神奈川県 いざ、神奈川！（第2弾）　＞ 地域地域クーポン　＞

甲信越

静岡県 今こそ!しずおか!!元気旅!!!　＞ 地域クーポン　＞
中部

　 　 

      ▶ 全国全てのトヨタレンタリース店舗が、地域クーポンお取扱い店ではございませんのでご注意ください。

      ▶ クーポンお取扱い店舗は、下記一覧及び各都道府県キャンペーン地域クーポン取扱い店舗ページにてご確認下さい。

　  ▶ クーポンご利用対象：●車両レンタル料金 ●店舗精算の燃料代 ●店舗精算の有料道路代 ●ノンオペレーションチャージ（NOC）●その他オプション費用

　  ▶ ご利用になる対象代金のご精算日（決済日）がクーポン有効期限内であることが条件です。ご出発店舗にてご出発時に地域クーポンご利用の旨お申し出ください。

　  ▶ 出発店舗と返却店舗が異なる場合（ワンウェイ・乗捨て）、返却時に返却店舗でのクーポンご利用は原則出来ませんが、詳しくはご出発予定店舗までお問合せください。

  　▶ 事前決済（WEB決済、旅行会社への支払い等）にてお支払いいただいた料金は対象外となります。

　  ▶ 「TOYOTA SHARE」 （旧チョクノリ！含）は対象外となります。

　  ▶ クーポンにてご精算後、現金での払い戻しは出来ません。

　  ▶ クーポンのご利用に関するその他詳細は、ご出発予定店舗までお問い合わせ下さい。

東北

北陸

宮城県 みやぎ宿泊割キャンペーン　＞ 地域限定クーポン　＞

　　▶ 全国旅行支援とは旅行代金の割引と地域クーポンを付与する全国を対象とした観光需要喚起策です。

　　▶ 旅行代金を20%割引します。（1人1泊あたりの上限：交通付き5,000円、その他3,000円）

　　▶ 旅行先の土産店や飲食店、交通事業者（レンタカー）などで使用できる地域クーポンを付与します。（平日2,000円分、休日1,000円分）

　　▶ 残予算のある都道府県は4月以降も継続されますが、予算に達し次第順次終了となり、各都道府県により実施期間（終了時期）が異なります。

　　▶ 4月29日～5月7日のGW期間中は対象外となります。

　　▶ 急遽変更となる場合もございます。詳細は各都道府県キャンペーンのHPまたは事務局へご確認ください。

地域クーポンお取扱いについてのご注意事項 （必ずお読みください）

   全国旅行支援・地域クーポン概要 （2023年4月以降）

北海道 北海道 HOKKAIDO LOVE！割　＞

千葉県 千葉とく旅キャンペーン　＞

ほっかいどう応援クーポン　＞

東京都 ただいま東京プラス　＞ ただいま東京プラスクーポン　＞

地域限定クーポン　＞関東

全国旅行支援 地域クーポン お取扱いトヨタレンタリース店一覧
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地域 都道府県 キャンペーン名 クーポン名称 クーポンお取扱いトヨタレンタリース店
※クリックして店舗をご確認ください

滋賀県 全国版　今こそ滋賀を旅しよう　＞ しが周遊クーポン　＞ トヨタレンタリース滋賀　＞

京都府 きょうと魅力再発見旅プロジェクト　＞ 京都応援クーポン　＞ トヨタレンタリース京都　>

トヨタレンタリース大阪　＞

トヨタレンタリース新大阪　＞

トヨタレンタリース兵庫　＞

トヨタレンタリース神戸　＞

奈良県 いまなら。キャンペーン2022 プラス　＞ いまなら。地域クーポン　＞ トヨタレンタリース奈良　＞

和歌山県 わかやまリフレッシュプラン Sワイド 2nd　＞ わかやまリフレッシュPAY　＞ トヨタレンタリース和歌山　＞

鳥取県 ウェルカニとっとり得々割　＞ 鳥取県プレミアムクーポン　＞ トヨタレンタリース鳥取　＞

島根県 ご縁も美肌もしまねから。しまね旅キャンペーン　＞ しまねっこぺい　＞ トヨタレンタリース島根　＞

岡山県 おかやまハレ旅応援割　＞ 観光クーポン　＞ トヨタレンタリース岡山　＞

広島県 やっぱ広島じゃ割 （全国旅行支援）　＞ やっぱ広島じゃ割クーポン　＞ トヨタレンタリース広島　＞

山口県 旅々やまぐち割プラス　＞ 旅々やまぐち割プラスクーポン　＞ トヨタレンタリース山口　＞

徳島県 みんなで！徳島旅行割　＞ とくしま周遊クーポン　＞ トヨタレンタリース東四国　＞

香川県 新うどん県　泊まって かがわ割　＞ 新かがわ割クーポン　＞ トヨタレンタリース東四国　＞

愛媛県 えひめぐり  みきゃん旅割　＞ ひえめぐりデジタルクーポン　＞ トヨタレンタリース西四国　＞

高知県 高知観光トク割キャンペーン　＞ おもてなしクーポン　＞ トヨタレンタリース西四国　＞

トヨタレンタリース福岡　＞

トヨタレンタリース博多　＞

佐賀県 GO!!佐賀旅キャンペーン　＞ 佐賀旅PAY（地域限定クーポン）　＞ トヨタレンタリース佐賀  ＞

長崎県 ながさきで心呼吸の旅キャンペーン　＞ 地域限定クーポン　＞ トヨタレンタリース長崎　＞

熊本県 くまもと再発見の旅 （全国版）　＞ 地域限定クーポン　＞ トヨタレンタリース熊本　＞

大分県 新しいおおいた旅割 第2弾　＞ 満喫クーポン ＞ トヨタレンタリース大分　＞

宮崎県 みやざき旅行支援割キャンペーン 第2弾　＞ みやざき割地域共通クーポン　＞ トヨタレンタリース宮崎　＞

鹿児島県 今こそ鹿児島の旅　（第４弾）　＞ 県内商品クーポン　＞ トヨタレンタリース鹿児島  ＞

沖縄県 おきなわ彩発見NEXT 第2期　＞ 地域クーポン　＞ トヨタレンタリース沖縄  　＞

>>　ご参考 ： 新しい旅のエチケット（観光庁HP）

　●トヨタレンタカー安心・清潔への取組み

　　　安心してレンタカーをご利用いただくために、従業員、車両、店舗の衛生管理に取り組んでいます。また、通常時の安全・清潔の取組みに

　　　 加えて、「レンタカー事業感染予防対策ガイドライン」 を遵守しながら、新型コロナウイルス感染防止の為の取組みを行っております。

大阪府 日本中から　大阪いらっしゃいキャンペーン　＞ おおさかPAY　＞

兵庫県 ひょうごを旅しようキャンペーン ワイド　＞ ひょうご旅クーポン　＞

>>　トヨタレンタカー　安全・清潔への取組み

　●ご利用に際し、次の事項をご確認ください

　　＊ご利用前には検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状が見られる場合には、ご利用をお控えください。

　　＊旅行中には、「新しい旅のエチケット」の実施をお願いいたします。

　　＊検温、本人確認、三密対策はじめ、その他感染予防に関し、店舗スタッフの指示にご協力をお願いいたします。

>>　レンタカー事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

関西

福岡県

九州
沖縄

四国

中国

地域クーポン券　＞新たな福岡の避密の旅　＞
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