現在実施中のレンタカーのお得なキャンペーン
2022年11月現在
地域

キャンペーン名

期間

キャンペーン内容

ホームページなど

キャンペーン対象のレンタカー会社でレンタカーを予約されたお客様が専用ウェブサイトよりユーザー登録を行うと、「旅マエ」・「旅ナカ」・「旅アト」と
いう、3つのタイミングでお得な特典を受けることができます。
●「旅マエ」 旅の前に事前登録の先着5,500組のお客様へQUOカードや「HOKKAIDO LOVE！」グッズをプレゼント
●HOKKAIDOriveキャンペーン2022公式ページ
●「旅ナカ」 道の駅など北海道内約130カ所の施設で利用できるWebクーポンをプレゼント！さらにセイコーマートで税込500円以上のお買い物をするとドリン https://hokkaidrive.com/
ク1本プレゼント
●「旅アト」 旅の後には北海道の海産品がぎっしり詰まった海の幸セットを抽選で200組へプレゼント

北海道

HOKKAIDOriveキャンペーン2022

青森県

青森空港⇔三沢空港レンタカー相互利用キャンペーン

山形県

山形空港（山形駅前）＝庄内空港レンタカー乗り捨て料金
3,000円キャッシュバック

2022年4月1日～2023年3月31日

山形空港(山形駅)で対象のレンタカー事業者のレンタカーを借り庄内空港で返却される方、庄内空港で対象のレンタカー事業者のレンタカーを借り山形空港
（山形駅）で返却される方に乗り捨て料金3,000円がキャッシュバックされます。

宮城県
山形県

仙台空港＝山形空港・山形駅前レンタカー乗り捨て料金
3,000円キャッシュバック

2022年4月1日～2023年3月31日

対象のレンタカー会社において、対象区間（仙台空港→山形空港・山形駅、山形駅・山形空港→仙台空港）でレンタカーを借受・返却した場合、レンタカーの ●仙台空港ホームページ
乗り捨て料金に対して1台あたり3,000円がキャッシュバックされます。
https://www.sendai-airport.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/R4_chirashi.pdf

福島県

福島空港1,000円レンタカーキャンペーン「1000円レン
タ」

2022年6月17日～2023年2月28日

以下の条件を満たした方（キャンペーンへの登録、福島空港往復利用、福島空港内でレンタカー借り受け、福島県内で宿泊利用）に対象レンタカー事業者のコ ●福島県ホームページ
ンパクトクラスのレンタカーが最初の24時間、基本料金1,000円でご利用いただけます。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031b/rentcar.html

茨城県

茨城空港1,000円レンタカーキャンペーン

2022年4月1日～2023年3月31日

キャンペーン期間中、茨城空港到着便を利用し、到着当日に対象のレンタカー会社においてレンタカーを借りる方で、茨城県内の宿泊施設を1泊以上利用する ●茨城空港ホームページ
場合に、レンタカーの基本料金がキャンペーン価格でご利用いただけます。
https://www.ibaraki-airport.net/rent-a-car2022/

新潟県

瀬波温泉レンタカーキャッシュバックキャンペーン

長野県

信州まつもと空港発「レンタカーDeぐるっ得パス」プレゼ
ントキャンペーン

富山県

富山きときと空港レンタカーキャンペーン

Fly＆Drive！レンタカー満タン返し不要キャンペーン
（中部国際空港→仙台、秋田、新潟）

2022年9月1日～11月30日

2022年11月1日から2022年12月23日

現在～2022年12月31日

2022年7月16日～11月30日

2022年4月1日～2023年2月28日

2022年5月27日～11月30日

対象のレンタカー会社で、青森空港出発で三沢空港にレンタカーを返却される方、三沢空港出発で青森空港でレンタカーを返却される方にレンタカー返却時、 ●青森空港ホームページ
対象店舗にて各空港の対象店舗で使える1500円分のクーポンを配布があります。
https://www.aomori-airport.co.jp/news/post-9474

新潟空港を利用し、さらに対象レンタカー店を利用して瀬波温泉に宿泊されるお客様にレンタカー代補助として5,000円のキャッシュバックがあります。
＜キャンペーン対象者＞
●飛行機を使い新潟空港をご利用のお客様
●新潟空港の対象レンタカー店からレンタカーを12時間以上ご利用のお客様
●瀬波温泉にご宿泊のお客様 ※瀬波温泉旅館協同組合の加盟旅館に限ります

●山形空港ホームページ
https://www.yamagata-airport.co.jp/cms/gaj-syo_rentacarjosei/

●一般社団法人村上市観光協会ホームページ
https://www.sake3.com/senamionsen/213

「レンタカーDeぐるっ得パス」掲載店で一定額以上ご利用いただいたくと、豪華賞品が当たるキャンペーンが実施されています。
●長野県ホームページ
※信州まつもと空港を利用し、レンタカーを予約した方限定で、松本・諏訪・木曽・北アルプスエリア内の飲食店や観光スポット等でお得な特典を受けられる
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsuchi/matsuchi-kikaku/airport/passport.html
「レンタカーDeぐるっ得パス」が配布されていますので、お出かけの際はご利用ください。（パスは空港内のレンタカーカウンターでのお渡しとなります。）

富山空港発着の国内便(羽田便･札幌便)のご利用で、対象のレンタカー会社のコンパクトクラスのレンタカーが最初の24時間まで下記の料金でご利用いただけ
ます。
2名様以上で1台ご利用、飛行機を往復利用した場合：1,000円
●富山きときと空港ホームページ
2名様以上で1台ご利用、飛行機を片道利用した場合：1,500円
https://www.toyama-airport.jp/3761?scid=toyamalp202011_01
1名様でご利用、飛行機を往復利用した場合：2,000円
1名様でご利用、飛行機を片道利用した場合：3,000円
※片道利用時はもう片道は北陸新幹線の利用が必要となります。
中部国際空港発→仙台・秋田・新潟路線を対象期間中にご搭乗のお客様で、出発前にオンラインアンケートに答え、対象のレンタカー会社のレンタカーを利用
された場合、レンタカー返却時のガソリン満タン返しが不要になります。
＜キャンペーンの対象となる方＞
●セントレア（中部国際空港）ホームページ
●セントレア発で仙台・秋田・新潟路線のいずれかをご利用
https://www.centrair.jp/special/campaign/carrental/
●対象のレンタカー会社の店舗をご利用（同一店舗への返却に限定）
●搭乗日と同一日にレンタカーを利用開始（日付が異なる場合は対象外）
●レジャー利用、ビジネス利用のいずれも可

愛知県

静岡県

Fly＆Drive！レンタカー満タン返し不要キャンペーン
（中部国際空港→福岡、長崎、大分、熊本、鹿児島）

2022年10月24日～2023年3月17日
※対象外期間あり

駿河湾フェリーレンタカー車両運賃無料キャンペーン

2022年3月7日～当面の間

ドライバー1名＋レンタカー車両1台で、通常6,300円のところ、静岡県レンタカー協会会員事業者のレンタカーでお越しになったお客様は、4,000円割引の
2,300円となります。

●駿河湾フェリーホームページ
https://www.223-ferry.or.jp/news/rentacar.html

富士山静岡空港レンタカー5,000円キャッシュバックキャ
ンペーン！

2022年7月15日～12月31日

下記の全ての条件を満たすレンタカーの借受けについて、5,000円のキャッシュバックがあります。
●富士山静岡空港を往復航空利用
●富士山静岡空港に営業所を有する指定のレンタカー会社利用
●富士山静岡空港営業所にてレンタカーの借受、返却
●静岡県内のふじのくに安全・安心認証を受けている宿泊施設に1泊以上宿泊

●静岡県観光協会ホームページ
https://hellonavi.jp/attraction/shizuoka-now/20220715-retacar-cashback.html

レンタカーで川根本町に行こう！宿泊キャンペーン

2022年11月1日～12月7日

ＪＲの駅等からレンタカー利用で川根本町内の宿泊施設にご宿泊された方に対し、ガソリン代の一部として3,000円（税込）をキャッシュバックがあります。 ●川根本町観光協会ホームページ
（対象の宿泊施設に「レンタカー割引プラン」を利用する旨をお伝えの上必ずご予約ください。）
https://www.okuooi.gr.jp/important/page.php?id=213

能登半島旅行なら！志賀町の🉐レンタカー助成

穴水町でお得に泊まろう！
のと里山空港・レンタカー利用者宿泊助成金

石川県

2022年4月1日～2023年3月31日までの利用分

全国レンタカー協会傘下会員事業者のレンタカーを借りて志賀町内の宿泊施設で宿泊された方に宿泊代金の一部が助成されます。（助成額は車種により1泊あ ●志賀町ホームページ
たり2,000円から5,000円）
https://www.town.shika.lg.jp/kankou/kankou/shikamachi_rentaka-.html

実施中

レンタカー協会加盟事業者のレンタカーを利用し、町内の宿泊施設に泊まる観光旅行者の方に対し2,000円、のと里山⇔羽田間の発着便並びにレンタカー協会 ●穴水町役場ホームページ
加盟事業者のレンタカーを利用し、町内の宿泊施設に泊まる観光旅行者の方に対し2,000円の宿泊料割引があります。
https://www.town.anamizu.lg.jp/kankou/renntaka_riyousyasyukuhak.html

能登町観光誘客促進レンタカー利用者宿泊助成金

2015年4月1日～継続中

レンタカー（レンタカー協会に加盟するもの）を利用して町内宿泊施設に宿泊された方を対象に、レンタカーの種別にかかわらず1台あたり2,000円が助成され ●能登町ホームページ
ます。
https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=7373

珠洲市レンタカー利用者宿泊助成制度

2022年1月17日～継続中

石川県レンタカー協会または富山県レンタカー協会に加盟する店舗の窓口で珠洲市で宿泊する場合、助成券が交付されます。宿泊代金1泊あたり3,000円が助成 ●珠洲市ホームページ
されます。
https://www.city.suzu.lg.jp/site/kankou/1147.html

のと里山空港からお得にGO!キャンペーン

福井県

中部国際空港発→福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島路線を対象期間中にご搭乗のお客様で、出発前にオンラインクーポンを取得しアンケートに答え、対
象のレンタカー会社のレンタカーを利用された場合、先着1,500組限定でレンタカー返却時のガソリン満タン返しが不要になります。
＜キャンペーンの対象となる方＞
●セントレア（中部国際空港）ホームページ
●セントレア発の直行便で福岡・熊本・長崎・大分・鹿児島・宮崎路線のいずれかをご利用
https://www.centrair.jp/special/campaign/carrental/kyusyu.html
●対象のレンタカー会社の店舗をご利用（対象店舗のいずれかに返却）
●搭乗日と同一日にレンタカーを利用開始（日付が異なる場合は対象外）
●レジャー利用、ビジネス利用のいずれも可

越前市キャッシュバックキャンペーン

2022年10月1日～2023年3月15日

キャンペーン期間中に羽田―能登便を利用し、飛行機利用当日にのと里山空港で対象のレンタカー事業者のレンタカーを借受または返却した方にレンタカー1
●のと里山空港ホームページ
台につき3,000円のキャッシュバックがあります。
https://www.noto-airport.jp/info/info_863.html
※飛行機利用7日前までにのと里山空港ホームページからキャンペーンへの申し込みが必要となります。

2022年4月1日～2023年3月31日

全国レンタカー協会傘下会員事業者のレンタカーを利用して福井県越前市を訪れ、飲食・体験・宿泊していただき、申請をされた方にキャッシュバック（条件 ●越前市観光協会ホームページ
に応じて、1,000円～3,000円）があります。
https://www.echizen-tourism.jp/news/detail/16

地域

キャンペーン名

期間

福井県

越前町レンタカー2,000円キャッシュバックキャンペーン

実施中～2023年3月31日

兵庫県

姫路を巡って！宿泊・レンタカータクシー割引キャンペー
ン

2022年10月3日～2023年1月31日

キャンペーン内容

ホームページなど

レンタカーを利用し越前町を訪れ、町内の観光連盟加盟店舗で5,000円以上消費した方を対象に、道の駅越前内の観光案内所にて2,000円のキャッシュバックが ●越前町観光連盟ホームページ
あります。
https://www.town-echizen.jp/free/?id=33
観光目的で対象のレンタカー会社のレンタカーを利用した場合、支払料金が5,000円以上の場合、1台あたり3,000円、10,000円以上の場合5,000円割引がありま
す。（以降5,000円毎に2,000円割引、1台あたり3,000円の割引（支払料金5,000円以上に適用）があります。）
●公益社団法人 姫路観光コンベンションビューローホームページ
また、本割引を受けたレンタカー利用で、キャンペーンのInstagramに姫路市内の観光スポット2枚の写真を投稿した方に抽選で20名に姫路市産品プレゼントも https://himeji-kanko.jp/campaign2022/
あります。

鳥取県

鳥取空港・米子空港レンタカー割引キャンペーン

2022年4月1日～2023年3月31日

鳥取砂丘コナン空港・米子鬼太郎空港の利用者で県内宿泊施設を1泊以上利用する方が、対象のレンタカー会社でレンタカーを借り受ける場合に、レンタカー
利用料金が1台あたり3,000円割引きとなります。
※鳥取砂丘コナン空港利用の場合、兵庫県新温泉町、香美町内にある宿泊施設（湯村温泉、浜坂温泉、七釜温泉など）に宿泊された場合も割引対象となりま
●鳥取県ホームページ
す。
https://www.pref.tottori.lg.jp/246519.htm
※羽田空港発鳥取空港行の朝１便（ANA291便）をご利用の場合は、割引は上限5,000円に拡大されます。
※外国人利用者の場合、7人乗り以上の車両をレンタルする場合は、レンタカー基本料金が上限8,000円割引されるとともに、オプション利用料等の料金が上限
2,000円割引されます。

島根県

萩・石見空港(羽田線)往復利用者特典！レンタカー割引
キャンペーン

2022年4月1日～2023年3月30日
※対象外期間あり

2022年4月1日（金）～2023年3月30日（木）の期間中、東京（羽田）＝萩・石見空港便（往復）を2名以上のご利用＆島根県内の宿泊施設に1泊以上で、対象の
●ANAホームページ
レンタカー会社のレンタカー（2日間）を2,000円でご利用いただけます。（1名利用の場合、4,000円（2日間）となります。）
https://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/campaign/local/chugoku/hagiiwami2021/
さらに、島根・山口をお得に旅できる「萩・石見ぶらり手形」と「神楽めしクーポン（1,000円分）」のプレゼントもあります。

高知県

高知龍馬空港レンタカーキャンペーン

2022年4月1日～2023年1月31日

高知龍馬空港発着便を往復利用の方を対象に、アンケートに答えることを条件とし、対象のレンタカー会社のレンタカー1台あたりの利用料金が5,000円割引と
なります。
●高知龍馬空港ホームページ
※前日までの電話予約が必要となります。
http://www.kochiap.co.jp/car-rental/
※期間中であっても助成予定台数に達し次第終了となります。

福岡県

福岡の避密のレンタカー3000円キャッシュバックキャン
ペーン

48時間無料レンタカーキャンペーン
佐賀県
九州佐賀国際空港レンタカーキャンペーン

熊本県
全国版「くまもと再発見の旅」
（鹿児島県）

熊本県
長崎県

熊本空港―長崎空港レンタカー乗り捨てキャンペーン！！
5,000円キャッシュバック!!

大分県

くにさき半島巡（めぐ）レンタカー助成

鹿児島県

鹿児島らくめぐり

2022年5月9日～12月20日

期間中に対象のレンタカー会社のレンタカーを利用し、対象施設を2か所周遊しチラシにスタンプを押印した方、福岡の避密の旅もしくはGoToトラベルキャン
●福岡の避密のレンタカー事務局ホームページ
ペーンを利用し、チラシに宿泊証明を受けた方に対し最大3,000円のキャッシュバックがあります。
https://fukuoka-yokatoko.net/
※施設利用時にレンタカー会社でお渡しするチラシを提示し、スタンプを押印してください。

2022年11月1日～2023年2月28日
※対象外期間あり
※1000台に達したら終了

佐賀空港の到着便（羽田便）を利用される方かつ佐賀県内宿泊施設に1泊以上宿泊される方を対象に対象レンタカー会社のレンタカーが48時間無料になるキャ ●九州佐賀国際空港ホームページ
ンペーンです。（1,000台限定）
https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji00383377/index.html

～2023年3月31日
※対象外期間あり

九州佐賀国際空港全路線の到着便を利用された方を対象に、対象のレンタカー会社のレンタカーが最初の24時間の利用料金が1,000円となるレンタカーキャン ●九州佐賀国際空港ホームページ
ペーンが実施されています。（対象車種あり。）
https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji00383377/index.html

2022年11月1日～2023年3月19日

2022年9月16日～10月30日の
毎週金・土・日・祝日
※レンタカー借受日基準

2022年10月1日～12月27日

2022年7月15日～2023年1月31日

事業に参加しているレンタカー会社からレンタカーを借りる方で、「くまもと再発見の旅」に参加している対象地域（豪雨・被災地）内の宿泊施設に宿泊する ●全国版「くまもと再発見の旅」ホームページ
方に対し、レンタカー料金3,000の助成があります。（日帰りは対象外）
http://saihakkennotabi.kumamoto.guide/reconstruction/
熊本空港から長崎空港へ又は長崎空港から熊本空港へ、熊本県内のホテル・旅館に宿泊してレンタカーの乗り捨て（ワンウェイレンタル）を利用して旅行する
と対象のレンタカー会社の乗り捨て料金が車1台あたり、5,000円がキャッシュバックされます。
●阿蘇くまもと空港ホームページ
さらに本プラン利用限定で、熊本フェリー（ 熊本 ↔ 島原間 ）のレンタカーでのフェリー利用料金9,000円が3,000円に割引となります（レンタカー1台に大人 https://www.kumamoto-airport.co.jp/rental-car-campaign/
4名様乗車の場合）。
指定レンタカー営業所でレンタカーを借り受け、国東市・豊後高田市が指定する観光施設をそれぞれ巡り、食事や買い物、入浴等をしていただくと、レンタ
カー料金の半額（上限3,000円）がキャッシュバックされます。

●国東市ホームページ
https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/kanko/rentalcar2022.html

鹿児島県外の方を対象に、対象のレンタカー事業者のレンタカーを利用中に規定の「らくめぐり施設」（県内観光施設）2カ所を利用して,あらかじめスマート
フォンにインストールした「かごしまらくめぐりスタンプ帳」にスタンプを取得し、レンタカー事業者に提示することで，利用料金の割引を受けることができ
ます。
●「らくめぐり施設」2ヶ所でのスタンプ取得→レンタカー料金が2,000円割引になります。
●2022 らくらく鹿児島巡り事業事務局ホームページ
●「らくめぐり施設」2ヶ所でのスタンプ取得＋「らくめぐり」対応宿泊施設に宿泊しスタンプ取得→レンタカー料金が5,000円割引になります。
https://kagoshima-rakumeguri.com/user/
※レンタカー利用料金が割引額を上回ることが必要となります。
※ご利用に当たっては,スマートフォンアプリ「LINE」が必要です。対応する携帯端末等をお持ちでない場合はご利用いただけませんのであらかじめご了承く
ださい。

※各キャンペーンの詳細（適用条件、期間、申請方法など）につきましては、キャンペーンを実施している各自治体等のホームページにてご確認、または自治体等にお問合せくださいませ。
※上記のほか、各レンタカー会社が独自に実施しているキャンペーンもあります。各レンタカー会社のホームページ等にてご確認くださいませ。
※県民割、また全国旅行支援では発行されるクーポンをレンタカー利用料金に充当できるものが多数あります。詳しくは各都道府県等のホームページにてご確認くださいませ。

