
新型コロナウイルス対策 特別 U-Carリースも同時実施中！

通勤アシストレンタカー実施店舗一覧

新型コロナウイルス対策 特別 U-Carリースはこちらをクリック

https://mobility.toyota.jp/leasing/ucarlease/


トヨタレンタリース札幌

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名古屋 トヨタレンタリース三重

トヨタレンタリース京都

トヨタレンタリース西四国

トヨタレンタリース大分

※現在、店舗の休業や営業時間短縮をしている場合がございます。お電話の際には、
店舗の営業状況をご確認いただきますよう、お願い申しあげます。

九州・沖縄地方

通勤アシストレンタカー　実施店舗一覧

▼ご利用の地域を選択すると、店舗一覧に移動します

北海道

中部地方

近畿地方

中国・四国地方

※ご使用のスマートフォンによって、リンクによる架電が
できない場合がございますので、ご注意ください。

トヨタレンタリース新札幌



店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　札幌駅前店 011-281-0100

　地下鉄さっぽろ駅前店 011-223-0100

　北1条西8丁目店 011-200-0100

　北1条東2丁目店 011-205-0100

　北34条駅前店 011-709-0100

　東苗穂店 011-792-0100

　宮の森店 011-631-0100

　発寒13条下手稲通店 011-676-0100

　琴似駅前店 011-615-0100

　JR新札幌駅前店 011-895-0100

　白石店    　　             011-824-0100

　北広島インター店 011-375-0100

　地下鉄福住駅前店 011-855-0100

　南13条石山通店 011-561-0100

　すすきの南4条店 011-518-1100

北海道
トヨタレンタリース札幌

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

貸出クラス：エコノミー・エコノミープラス・スタンダード（クラス、車種の指定はできません）

http://www.toyotarentacar.net/
http://www.toyotarentacar.net/
http://www.toyotarentacar.net/


　小樽駅前店 0134-27-0100

　ニセコひらふ店 0136-21-2005

　岩見沢店 0126-23-0100

　滝川店 0125-26-0100

　新千歳空港ポプラ店 0123-23-0100

　苫小牧店 0144-35-0100

　新ひだか静内店 0146-42-0100

　室蘭店 0143-43-0100

　伊達店 0142-22-0100

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで



店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　新千歳空港すずらん店 0123-24-0100

　札幌駅北口店 011-707-0100

　札幌駅南口店 011-210-0100

　大通公園西4丁目店 011-777-0100

　地下鉄すすきの駅前店 011-513-0100

　すすきの南9条店 011-512-0100

　豊平区役所羊ケ丘通店 011-825-0100

　清田店 011-881-0100

　丘珠空港栄町店 011-731-0100

　大谷地流通センタ－厚別店 011-555-0100

　新琴似店 011-726-0100

　西町店 011-663-0100

　小樽稲穂2丁目店 0134-29-0100

　ニセコ倶知安店 0136-25-1010

　野幌店 011-381-0100

　岩見沢店 0126-24-7711

　空知店 0125-56-2100

　苫小牧駅南口店 0144-36-0100

　室蘭店 0143-46-2625

貸出クラス：店舗在庫車を貸出（クラス、車種の指定はできません）

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで

トヨタレンタリース新札幌

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

https://www.rent-a-lease.com/


店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　薮田店 058-272-0100

　大垣店 0584-78-0100

　各務原店 058-380-5030

　金園店 058-246-5626

　多治見店 0572-25-0160

　美濃加茂店 0574-27-3235

　茜部店 058-275-5523

　大垣西店 0584-93-0500

　高山店 0577-35-4111

　関店 0575-21-0707

　長良店 058-294-4800

　恵那店 0573-20-3040

　羽島駅前店 058-394-0580

　JR岐阜駅前店 058-268-6800

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

トヨタレンタリース岐阜

中部地方

貸出クラス：エコノミー・エコノミープラス（クラス、車種の指定はできません）

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで

https://www.trl-gifu.co.jp/


　手力店 058-240-6066

　土岐店 0572-53-1200

　北方店 058-320-0120

　高山駅前店 0577-36-6110

　大垣駅北口店 0584-83-0100

　中津川駅前店 0573-62-0130

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで



店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　静岡新幹線口店 054-286-0100

　八幡店 054-282-8111

　浜松新幹線口店 053-452-0100

　掛川新幹線口店 0537-22-0100

　三島新幹線口店 055-980-0100

　新富士駅前店 0545-63-0100

　御殿場駅前店 0550-81-0100

トヨタレンタリース静岡

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

貸出クラス：エコノミー・エコノミープラス（クラス、車種の指定はできません）

出発17:00～
返却 翌朝9:00まで

https://www.toyota-renta.co.jp/


店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　豊田日之出店 0565-34-0100

　豊田土橋店 0565-27-0100

　一社店 052-775-0100

　春日井インター店 0568-84-6766

　御器所店 052-741-0100

　一宮両郷店 0586-73-0100

　東岡崎店 0564-53-0118

　矢場町店 052-261-0100

　名古屋国際センター前店 052-541-0300

　豊橋前田店 0532-55-0100

　太平通店 052-361-0100

　野並店 052-895-0100

　楠インター店 052-901-0110

　三河安城新幹線口店 0566-77-0100

　刈谷恩田店 0566-23-0300

　南陽町店 052-303-0100

　西春店 0568-24-0100

　西尾駅前店 0563-57-1100

　豊川インター店 0533-86-0100

　平針店 052-806-4000

トヨタレンタリース名古屋

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

貸出クラス：エコノミー（クラス、車種の指定はできません）

出発16:00～
返却 翌朝10:00まで

https://www.trl-nagoya.co.jp/index.aspx


　小牧駅南店 0568-71-1100

　半田インター店 0569-24-0400

　豊橋高師店 0532-37-3100

　八田駅北店 052-483-5600

　日比野店 052-684-0100

　牛巻店 052-872-6100

　千種駅西店 052-931-7100

　勝川駅前店 0568-34-0900

　名古屋駅太閤通口店 052-451-2600

　金山駅前店 052-681-0100

　大曽根駅前店 052-915-0100

　大府駅前店 0562-44-0005

　刈谷駅前店 0566-27-0100

　豊田市駅前店 0565-37-8555

　丸の内駅北店 052-229-0100

　千種駅南店 052-745-0100

　愛知学院大前店 0561-75-0700

　稲沢駅前店 0587-24-0200

　東岡崎駅前店 0564-26-0100

　蟹江駅前店 0567-94-0100

　蒲郡駅前店 0533-66-0100

　新豊橋駅前店 0532-54-0100

　藤が丘駅前店 052-778-0100

　江南駅前店 0587-53-0100

出発16:00～
返却 翌朝10:00まで



　名駅笹島店 052-565-0100

　甚目寺店 052-445-0100

　呼続店 052-819-0100

　JR岡崎駅東店 0564-57-0100

　千代田橋店 052-719-0100

　丸の内駅前店 052-202-0100

　太田川駅前店 0562-36-0600

　りんくう常滑駅前店 0569-35-0500

　瀬戸小坂店 0561-85-0040

　ビジネスプラザ東別院店 052-322-0010

　康生通店 052-522-0400

　ささしまライブ店 052-354-0900

　名古屋錦店 052-204-0900

　津島店 0567-69-5050

出発16:00～
返却 翌朝10:00まで



店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　桑名江場店 0594-24-6030

　桑名駅前店 0594-27-6900

　四日市店 059-340-7100

　近鉄四日市店 059-350-3700

　鈴鹿店 059-380-5432

　津栄町店 059-227-0100

　津駅前店 059-213-5500

　上野店 0595-23-0100

　名張店 0595-62-0100

　松阪店 0598-56-9810

　松阪駅前店 0598-50-3600

　伊勢店 0596-23-0100

　宇治山田店 0596-24-0100

　鳥羽店 0599-26-7100

トヨタレンタリース三重

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

貸出クラス：店舗在庫車（クラス、車種の指定はできません）

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで

https://www.trl-mie.co.jp/


店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　三条京阪北店 075-762-0115

　西三条店 075-811-1100

　堀川店 075-813-8200

　桂店 075-383-0100

　長岡京店 075-953-0100

　西八条店 075-315-0100

近畿地方
トヨタレンタリース京都

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

貸出クラス：軽自動車・エコノミー・エコノミープラス・スタンダード（クラス、車種の指定はできません）

出発17:00～
返却 翌朝10:00まで

https://www.r-kyoto.co.jp/


店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　松山店 089-931-0100

　高知駅前店 088-823-0100

トヨタレンタリース西四国

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

貸出クラス：店舗在庫車（クラス、車種の指定はできません）

出発15:00～
返却 翌朝10:00まで

中国・四国地方

http://www.r-ehm.co.jp/
http://www.r-ehm.co.jp/
http://www.r-ehm.co.jp/


店舗名 電話番号 本プラン適用時間帯

　大分駅前店 097-545-0155

　別府駅前店 0977-25-0077

　中津駅南口店 0979-23-0100

貸出クラス：軽自動車・エコノミー・エコノミープラス・スタンダード（クラス、車種の指定はできません）

出発16:00～
返却 翌朝10:00まで

トヨタレンタリース大分

各社HP（店舗の場所、営業時間のご確認・各社ごとの取り組みがご覧いただけます）

九州・沖縄地方

http://www.toyotarentooita.co.jp/
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