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地域 都道府県 キャンペーン名 地域クーポン クーポンお取扱いトヨタレンタリース店

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３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　＞ 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 いちご一会とちぎ旅　割引キャンペーン　＞ いちご一会とちぎ旅クーポン　＞ 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

千葉県 千葉とく旅キャンペーン　＞ 地域限定クーポン　＞ トヨタレンタリース新千葉　＞

トヨタモビリティサービス　（参画準備中）　＞

トヨタレンタリース多摩　（参画準備中）　＞

神奈川県 いざ、神奈川！　＞ 地域クーポン　＞ トヨタレンタリース神奈川　（参画準備中）　＞

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　（参画準備中）　＞

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　＞ 富山おみやげクーポン券　＞ 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　＞ 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　＞ 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　＞ 地域応援クーポン　＞ トヨタレンタリース三重　＞

みやぎ宿泊割キャンペーン　＞ 地域限定クーポン　＞

静岡県

甲信越

今こそ!しずおか!!元気旅!!!　＞ 地域クーポン　＞
中部

北陸

　  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

　　▶ 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。

　  ▶ クーポンお取扱いトヨタレンタリース店舗は、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ください。

　  ▶ クーポンが使える対象：●車両レンタル料金●店舗で精算する燃料代●店舗で精算する有料道路代●ノンオペレーションチャージ（NOC）●その他オプション費用

　  ▶ レンタカー利用日がクーポン有効期限内であることが条件です。

  　▶ 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。

　  ▶ 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お支払いいただく料金は対象外となります。

　　▶ 「チョクノリ！」 及び 「TOYOTA SHARE」 は対象外となります。

　  ▶ クーポンに対してお釣りは出ません。

　  ▶ 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、以下クーポンお取扱いトヨタレンタリース店ご参照の上、ご利用予定店舗までお問い合わせください。

　  ▶ 各都道府県の全国旅行支援事業については、実施期間含め変更、停止となる可能性もございます。 詳しくは、各都道府県キャンペーン事務局へご確認ください。

東北

関東

   全国旅行支援・地域クーポン 概要

　　▶ 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。

　　▶ 全国が対象ですが参加を希望しない都道府県がある場合、その都道府県を目的地とした旅行は対象外となります。

　　▶ 旅行代金を40%割引します。（1人1泊あたりの上限：交通付き8,000円、その他5,000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3,000円分、休日1,000円分）

　　▶ 地域クーポンは、ご利用になる宿泊施設のチェックイン時もしくは旅行会社から受け取ります。詳細は各都道府県キャンペーン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）

北海道 北海道 HOKKAIDO LOVE！割　＞

＞＞全国旅行支援の実施について　（観光庁HP）

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　＞

宮城県

https://www.toyotarentacar.net/
https://www.rent-a-lease.com/
https://www.toyotarenta.com/
http://www.toyotarent.co.jp/
https://tr-obihiro.jp/
https://aomori-trip.net/
https://aomori-trip.net/about-coupon.html
https://www.r-aom.co.jp/
https://www.iwate-tabipro-ver3.jp/
https://iwate-tabipro-search.jp/
http://tr-iwate.com/
https://www.trl-miyagi.co.jp/
http://www.r-sendai.co.jp/
https://aki-tabi.com/
https://aki-tabi.com/facility-coupon/
https://yamagata-ryokououen.com/
https://yamagata-ryokououen.com/spot/
https://www.kitewari.jp/
https://www.kitewari.jp/coupon.html
https://ibatabi.jp/
https://www.ibatabi-anshin.jp/_files/ugd/cda3d6_9dc4bef72d5a41c6a8c172b3a4ad82e9.pdf
http://toyota.r-ibaraki.co.jp/
https://www.tochigitabi.net/
https://www.tochigitabi.net/coupon/
https://www.r-tochigi.com/
https://www.gunma-trip.jp/
https://premium-gift.jp/gunmatripwari/about
https://r-gunma.co.jp/
https://premium-gift.jp/tabishite-saitama-japan
https://premium-gift.jp/tabishite-saitama-japan/use_store
https://chiba-tabi-cpn.com/
https://chiba-tabi-cpn.com/coupon/
http://r-chb.com/
https://t-mobility-s.co.jp/file/special/63601/16288/rentacar/
https://www.toyota-rltama.co.jp/
https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=439141&sbox=none
https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=439141&sbox=none
http://r-kanagawa.co.jp/
https://niigata-kankou.or.jp/ngt/tukatoku/
https://tukatoku-niigata.com/coupon_list/
http://www.r-niigata.net/
https://www.yamanashi-tabiwari.com/
https://www.yamanashi-tabiwari.com/coupon/
http://www.trl-y.com/
https://shinshu-wari.com/sws/
https://tabi-susume.com/kankosearch/
https://www.info-toyama.com/yasumo
https://www.info-toyama.com/yasumo/coupon
https://www.rtoyama.co.jp/
https://www.goto-ishikawa-campaign.com/
https://www.goto-ishikawa-campaign.com/coupon/
https://www.toyota-rl.co.jp/
https://fukui-otoku-new.jp/
https://fukui-otoku-new.jp/coupon/
https://www.toyota-rlfukui.co.jp/
https://www.gifutabi-cpn.jp/
https://gifutabicoin.jp/
http://www.trl-gifu.co.jp/
https://www.toyota-renta.co.jp/
https://www.r-mark.co.jp/
https://www.iijyan-aichi.jp/
https://system.iijyan-aichi.jp/shop_list.php?search_business_type=2
https://www.trl-aichi.co.jp/
https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html
https://premium-gift.jp/mie/use_store
https://www.trl-mie.co.jp/
https://miyagi-syukuhakuwari.com/third
https://miyagi-syukuhakuwari.com/third/coupon
https://www.shizuokagenkitabi.jp/
https://www.shizuokagenkitabi.jp/
https://hokkaidolove-wari.jp/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000570.html
https://hokkaido-ouen.jp/
https://ryokoshientokyo.jp/
https://ryokoshientokyo.jp/coupon-search/
https://rent.toyota.co.jp/
https://rent.toyota.co.jp/


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

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　＞ 京都応援クーポン券　＞ 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　＞ わかやまリフレッシュクーポン　＞ 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　＞ しまねっこクーポン　＞ トヨタレンタリース島根　＞

トヨタレンタリース岡山　＞

トヨタレンタリース新岡山　＞

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　＞ 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　＞ 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3弾）　＞ 県内商品クーポン　＞ トヨタレンタリース鹿児島　（参画準備中）　＞

沖縄県 おきなわ彩発見NEXT　＞ 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）

　● 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。

＞＞ トヨタレンタカー安全・清潔への取組み

＞＞ 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 

岡山県 おかやまハレ旅応援割　＞

　● 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。

観光クーポン　＞

大阪府 日本中から　大阪いらっしゃいキャンペーン　＞ クーポン　＞

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　＞

九州
沖縄

四国

中国

関西

地域クーポン券　＞新たな福岡の避密の旅　＞福岡県

https://imakoso-shiga.jp/
https://imakososhiga2.biwako-visitors.jp/
https://www.trl-shiga.jp/
https://www.kyoto-tabipro.jp/02/
https://www.kyoto-tabipro.jp/02/search_coupon/
http://www.r-kyoto.co.jp/
http://www.trlosaka.co.jp/
http://www.r-shinosaka.jp/ja
http://www.r-hyogo.co.jp/
https://www.r-kobe.jp/
https://www.nara-campaign.com/2022plus/
https://www.nara-campaign.com/2022_coupon/
http://www.r-nara.jp/
https://wakayama-refresh.com/s_w/
https://premium-gift.jp/refreshswide/use_store
http://www.trl-wakayama.co.jp/
https://www.tottori-guide.jp/zenkokuwari-tottori/
https://www.tottori-guide.jp/zenkokuwari-tottori/coupon-list.html
https://www.r-tottori.co.jp/
https://goenbihada-shimanetabi.jp/
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/gaiyo/shimanekko_ku-pon.html
https://kanri76.wixsite.com/rentashimane
https://www.r-toyota-oka.co.jp/
http://www.r-sinoka.co.jp/
https://new-yappa-hirowari.com/
https://new-yappa-hirowari.com/coupon/
http://www.r-hiroshima.com/
https://tabitabi.ikouyo-yamaguchi.jp/plus/
https://tabitabi.ikouyo-yamaguchi.jp/plus/coupon/
http://www.r-yamaguchi.co.jp/
https://www.awanavi.jp/site/tokushimawari/
https://www.tokushima-ouenwari.com/
http://www.r-higashishikoku.jp/
https://new-kagawa-wari.com/
https://new-kagawa-wari.com/zenkoku/couponlist/
http://www.r-higashishikoku.jp/
https://ehime-micantabiwari.jp/
https://premium-gift.jp/ehime
https://www.r-ehm.co.jp/
https://kochi-tokuwari.com/
https://kochi-tokuwari.com/couponshop/index.html
https://www.r-ehm.co.jp/
http://www.trl-fukuoka.co.jp/
https://www.toyota-renta-hakata.com/
https://www.asobo-saga.jp/go_sagatabi/index
https://www.asobo-saga.jp/go_sagatabi/coupon/
http://www.toyota-rentalease-saga.co.jp/
https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/nagasaki-shinkokyu
https://shinkokyu-coupon.com/
http://www.r-nagasaki.co.jp/
http://saihakkennotabi.kumamoto.guide/
https://kumamoto-coupon.jp/
http://www.trl-kumamoto.co.jp/
https://goto-travel-oita.com/
https://goto-travel-oita.com/coupon
http://www.toyotarentooita.co.jp/
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2022/miyazakiwari.html
https://premium-gift.jp/miyazakiwari
https://www.trl-miyazaki.co.jp/
https://www.kagoshimakankou.jp/
https://www.kagoshimakankou.jp/user/shop.html
http://www.trl-kagosima.jp/
https://okinawasaihakkennext.com/
https://okinawasaihakkennext.com/coupon.html
https://www.oki-toyota-rent.jp/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/traveletiquette/index.html
https://rent.toyota.co.jp/cp/20_ser_safe06/
https://www.rentacar.or.jp/wp-content/uploads/2021/11/4f92e4d7a2b787f32d9c2c29cc1ec9b5.pdf
https://www.okayama-event.com/
https://www.okayama-event.com/coupon/index.php
https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/2022zenkoku/
https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/2022zenkoku/coupon/
https://www.hyogo-tourism.jp/hyogotabi/
https://hyogocp.com/facility2/
https://premium-gift.jp/newhimitsunotabi/use_store
https://new.fukuoka-himitsu-travel.jp/
https://rent.toyota.co.jp/
https://rent.toyota.co.jp/

