らくらく鹿児島巡り事業 レンタカー会社一覧
9月21日
事業者名

住所
鹿児島市
ニッポンレンタカー九州 鹿児島中央駅東口営業所
鹿児島市中央町16-7
オリックスレンタカー 鹿児島中央駅前店
鹿児島市中央町4-1
日産レンタカー 鹿児島中央駅前店
鹿児島市中央町4-43 skyビル1/2階
トヨタレンタリース鹿児島 鹿児島中央駅店
鹿児島市中央町5-46
ホンダレンタカーさつま 鹿児島中央駅前店
鹿児島市中央町6番地キャンセ駐車場ビル4階
トヨタレンタリース鹿児島 新幹線鹿児島中央駅西口店
鹿児島市西田2-27-12
ニッポンレンタカー九州 鹿児島中央駅西口営業所
鹿児島市西田2-28-6アスカⅡ1F
ニコニコレンタカー鹿児島中央駅西口店
鹿児島市西田2丁目２２－１ー１Ｆ
鹿児島レンタカー 中央駅西口店
鹿児島市武1丁目15-22
ニコニコレンタカー 鹿児島天文館店
鹿児島市新町1-23
トヨタレンタリース鹿児島 いづろ店
鹿児島市新町1-5
オリックスレンタカー 天文館店
鹿児島市西千石町10-19
トヨタレンタリース鹿児島 東開店
鹿児島市東開町5-5
カースタレンタカー 鹿児島中山店
鹿児島市中山町5189-2
マイレンタカー 谷山駅前店
鹿児島市谷山中央1丁目4121-5
マイレンタカー 坂之上店
鹿児島市坂之上4丁目１－２３
日産レンタカー 南鹿児島駅前店
鹿児島市南郡元町24-6
トヨタレンタリース鹿児島 与次郎店
鹿児島市与次郎1-4-10
有限会社桜島観光やまびこ 桜島レンタカー
鹿児島市桜島横山町60-3
霧島・姶良
トヨタレンタリース鹿児島 姶良店
姶良市東餅田1478
オリックスレンタカー 鹿児島空港店
霧島市溝辺町麓1342-3
日産レンタカー 鹿児島空港店
霧島市溝辺町麓1342-9
レンタカーテラス３９ 鹿児島空港店
霧島市溝辺町麓1365-５
鹿児島レンタカー 鹿児島空港店
霧島市溝辺町麓１３８５－３
トヨタレンタリース鹿児島 鹿児島空港店
霧島市溝辺町麓字曲迫287-4
ニッポンレンタカー九州 鹿児島空港営業所
霧島市溝辺町麓字松ケ迫856-3
ククルレンタカー 鹿児島空港営業所
霧島市溝辺町麓字木屋原668-1
トヨタレンタリース鹿児島 国分駅前店
霧島市国分中央1-3-5
北薩
中村レンタカー
薩摩川内市西開聞町11-29
ニッポンレンタカー九州 川内駅前営業所
薩摩川内市鳥追町5-1
トヨタレンタリース鹿児島 川内駅前店
薩摩川内市東向田町3-8
出水レンタカー
出水市昭和町16-5
トヨタレンタリース鹿児島 出水店
出水市昭和町31-3
北薩（甑島）
橋口石油株式会社 バジェットレンタカー 甑島SS店
薩摩川内市里3508
創夢レンタリース
薩摩川内市里町里1931番１
甑島レンタカー「風見鶏」
薩摩川内市里町里1936-2
レンタカー とんぼろ 本社営業所
薩摩川内市里町里3249-1
親和レンタカー
薩摩川内市下甑町長浜1233-3
甑島レンタカー〇△□
薩摩川内市下甑町長浜913番地4
南薩
トヨタレンタリース鹿児島 指宿駅前店
指宿市湯の浜1-2-28
大隅
トヨタレンタリース鹿児島 鹿屋店
鹿屋市寿4-5-58
カースタレンタカー志布志店 オフィスK志布志
志布志市志布志町志布志3-3-14
※ご利用前に「らくらく鹿児島巡り事業」を利用できるか、ご確認をお願いいたします。

電話番号
0120-07-0919
099-256-0082
099-250-2123
099-250-0100
099-297-5200
099-285-0100
0120-09-1974
050-3803-5653
099-250-0101
099-222-2501
099-222-0100
099-225-0390
099-268-0100
099-260-1092
099-268-1346
099-296-1077
099-812-8323
099-258-0100
099-293-2162
0995-65-0100
0995-58-4182
0995-58-2121
0995-58-4895
0995-55-0101
0995-58-2306
0120-09-0919
0995-58-3602
0995-46-0100
0996-22-2168
0996-20-7311
0996-25-0100
0996-62-1333
0996-63-1300
09969-3-2041
09969-3-2550
09969-3-2468
09969-3-2600
09969-6-2008
09969-5-0606
0993-26-3600
0994-42-0100
099-479-4110

ニッポンレンタカー九州 種子島西之表営業所
オリックスレンタカー 種子島店
ロータスイトウ
トヨタレンタリース鹿児島 西之表港店
トヨタレンタリース鹿児島 種子島空港店
HOPEレンタカー 種子島空港店
安房しんじやまレンタカー 屋久島営業所
トヨタレンタリース鹿児島 屋久島店
ニッポンレンタカー九州 屋久島空港営業所
オリックスレンタカー 屋久島空港店
トヨタレンタリース鹿児島 屋久島空港店
屋久島サウスビレッジ
島レンタカー 奄美空港営業所
奄美ラッキーレンタカー 空港前営業所
ホンダレンタカー 奄美空港店
奄美レンタカー 空港前店
ニッポンレンタカー九州 奄美空港営業所
あまみ空港前レンタカー
トヨタレンタリース鹿児島 奄美空港店
トヨタレンタリース鹿児島 名瀬店
マルヒラレンタカー 本社
奄美ラッキーレンタカー 名瀬営業所
奄美レンタカー 名瀬店
ASAT(アサット)レンタカー
喜界空港前レンタカー
オリックスレンタカー 徳之島空港店
トヨタレンタリース鹿児島 徳之島空港店
ニコニコレンタカー 徳之島亀津店
トヨタレンタリース鹿児島 亀徳新港店
大島レンタカー
シーワールドレンタカー
トヨタレンタリース鹿児島 沖永良部空港店
TERUレンタカー
アトリエレンタカー 和泊営業所
ニコニコレンタカー 沖永良部店
おきえらぶフローラルホテル
ユーレンタカー 知名営業所
ヨロン オーシャン レンタカー
南国レンタカー
プリシアリゾートヨロン
サンセットレンタカー

種子島
西之表市鴨女町220-4
西之表市西町49-1
西之表市西之表14408
西之表市天神町5-2
中種子町納官4952-25
南種子町平山500-130
屋久島
屋久島町安房410-90
屋久島町宮之浦字物ヶ峯1199-25
屋久島町小瀬田719-37
屋久島町小瀬田773-6
屋久島町小瀬田812-40
屋久島町平内258-24
奄美大島
奄美市笠利町大字万屋字ケシ
奄美市笠利町大字万屋字下山田1570-3
奄美市笠利町大字和野４０２
奄美市笠利町万屋2231-8
奄美市笠利町万屋字ケシ2221-4
奄美市笠利町和野467-1
奄美市笠利町和野字大工田473
奄美市名瀬港町6-12
奄美市名瀬大字仲勝1334番地
奄美市名瀬長浜町27-1
奄美市名瀬入舟町10-15
龍郷町大勝1505
喜界島
喜界町中里200番地
徳之島
天城町浅間185-1
天城町大字浅間字湾屋道143-1
徳之島町亀津7380
徳之島町亀津字大船町7784
亀徳新港旅客ターミナル内
沖永良部島
和泊町古里209
和泊町手々知名512-128
和泊町大字国頭1720
和泊町和泊147－6
和泊町和泊584-6
知名町黒貫390
知名町知名520
知名町知名2068
与論島
与論町茶花238番地 1階
与論町茶花253-1
与論町立長358-1
与論町立長611-2

※ご利用前に「らくらく鹿児島巡り事業」を利用できるか、ご確認をお願いいたします。

0120-40-5919
0997-23-4152
0997-22-0222
0997-23-3211
0997-27-7077
0997-26-7235
090-4341-6632
0997-42-2000
0120-58-2919
0997-43-5888
0997-43-5180
0997-47-3751
090-2716-6569
0997-58-8663
0997-57-1450
0997-55-2633
0120-47-7919
0997-55-2711
0997-63-0100
0997-54-0100
0997-53-7979
0997-58-8663
0997-54-1421
0997-62-5827
0997-65-4355
0997-81-2300
0997-85-5500
0997-83-0035
0997-82-0100
0997-92-3504
0997-92-1234
0997-92-2100
090-6639-8466
0997-92-1589
0997-93-1147
0997-93-2111
0997-93-0533
0997-85-1666
0997-97-2141
0997-97-5060
0997-97-4253

