
店舗名 郵便番号 住所 電話番号

女池インター店 〒950-0945 新潟市中央区女池上山1-13-20 025-285-0100

竹尾インター店（※1） 〒950-0862 新潟市東区竹尾4-16-1 025-275-0700

万代店 〒950-0088 新潟市中央区万代4-9-4 025-243-0100

新潟空港店 〒950-0001 新潟市東区松浜町2164-1 025-270-0100

新潟駅南口店 〒950-0916 新潟市中央区米山1-1-9 025-245-0100

新潟亀田インター店 〒950-0150 新潟市江南区下早通柳田2-2-15 025-382-0165

青山店 〒950-2002 新潟市西区青山4-1-25 025-265-0100

新津店（※1） 〒956-0035 新潟市秋葉区程島2045-2 0250-23-0500

巻店（※1） 〒953-0067 新潟市西蒲区潟頭690　トヨタカローラ新潟内 0256-73-7171

三条店 〒955-0092 三条市須頃2-1 0256-35-5488

長岡店 〒940-0081 長岡市南町1-1-12 0258-34-0100

長岡インター店 〒940-2128 長岡市新産東町5 0258-21-0100

柏崎店 〒945-0033 柏崎市東長浜町1-10 0257-21-0111

新発田店 〒957-0065 新発田市舟入町3-11-3 0254-26-0200

十日町店 〒948-0093 十日町市稲荷町三丁目南2-4 025-752-6100

六日町店 〒949-7145 南魚沼市四十日3016-3 025-776-3100

村上店（※1） 〒959-3403 村上市上助渕1807-1　トヨタカローラ新潟、新潟トヨタ内 0254-53-1110

上越妙高駅前店 〒943-0861 上越市大和2丁目3-49 025-546-7877

越後湯沢駅前店 〒949-6100 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2495 025-784-1003

トヨタレンタカー

（※1）令和２年9月16日現在、休業中店舗です。１０月１日再開予定です。ご利用の際は営業時間をご確認ください。
　　　新幹線の駅から近い店舗です。駅
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店舗名 郵便番号 住所 電話番号

新潟空港営業所 〒950-0005 新潟市東区太平３－２０８８－１ 025-272-0956

新潟新幹線口営業所 〒950-0916 新潟市中央区米山１－１－７ 025-243-7666

新潟駅北口営業所 〒950-0086 新潟市中央区花園１－２４ 025-250-0919

新潟万代営業所 〒950-0088 新潟市中央区万代１－１－２２ 025-245-3221

燕三条駅前営業所 〒955-0092 三条市須頃２丁目６番地 0256-34-4343

長岡駅前営業所 〒940-0061 長岡市城内町１－３－５ 0258-31-0919

長岡駅東口営業所 〒940-0048 長岡市台町２－４－５６　Ｅ－ＰＬＡＺＡ内１Ｆ 0258-38-0919

越後湯沢営業所 〒949-6101 南魚沼郡湯沢町湯沢１－１２－１ 025-785-5300

上越妙高駅前営業所 〒943-0861 上越市大和５丁目１番１号 025-521-0919

新潟卸新町営業所（※２） 〒950-0862 新潟県新潟市東区竹尾７６４－６ 025-271-5515

新潟大学前営業所（※２） 〒950-2101 新潟県新潟市西区五十嵐１の町６６７１－２ 025-260-6656

村上駅前営業所（※２） 〒958-0854 新潟県村上市田端町１１番８号 0254-50-0919

柏崎営業所（※２） 〒945-0831 新潟県柏崎市柳橋町１０－５２ 0257-24-2233

上越直江津駅前
営業所

〒942-0001 新潟県上越市中央１－１－２８ 025-543-1896

新潟バン・トラックセン
ター営業所（※２）

〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上２－２－１６ 025-283-0919

新発田バン・トラックセ
ンター営業所（※２）

〒957-0063 新潟県新発田市新栄町２－２－１０ 0254-22-1808

長岡バン・トラックセン
ター営業所（※２）

〒940-0083 新潟県長岡市宮原１－２１５－１ 0258-35-6513

ニッポンレンタカー

（※２）「新潟周遊プラン（レンタカー限定コース）」を「ドラ割」サイトからお申込みいただき、
お客さまがお持ちのETCカードでご利用される場合のみ対応可能な店舗です。
　　　新幹線の駅から近い店舗です。
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店舗名 郵便番号 住所 電話番号

新潟空港店 〒950-0005 新潟県新潟市東区太平１－３－４ 025-275-0543

新潟駅北口店 〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石１－１－３４ 025-255-0543

新潟上所店 〒950-0993 新潟県新潟市中央区上所中２－１－２　 025-288-0543

長岡駅前店 〒940-0061 新潟県長岡市城内町１丁目２－６　ラックス城内ビル１Ｆ 0258-31-0553

上越妙高駅前店 〒943-0861 新潟県上越市大和５－８７２－６ 025-521-0543

上越店 〒943-0804 新潟県上越市新光町３－１－５　 025-531-0543

柏崎店 〒945-0054 新潟県柏崎市日石町１－３ 0257-20-0543

燕三条駅前店 〒955-0092 新潟県三条市須頃３－２３　 0256-36-0563

新発田店 〒957-0062 新潟県新発田市富塚町３－１２－１７ 0254-27-6543

糸魚川店 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町３－１０－３９　 0255-53-0070

柏崎駅前店 〒945-0055 新潟県柏崎市駅前１－４－３４　 0257-23-5836

新潟県庁前店 〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野２－１２－１８ 025-280-0805

新潟駅万代口店 〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天１－２－４ 025-244-3712

東港店 〒957-0101 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－５８４０－２ 025-256-3711

新潟亀田店 〒950-0148 新潟県新潟市江南区東早通４－１－１　昭和シェルＳＳ内 025-381-0005

新潟竹尾店 〒950-0863 新潟県新潟市東区卸新町３－１６－１６　昭和シェルＳＳ内 025-279-5005

新潟西蒲店 〒959-0423 新潟県新潟市西蒲区旗屋４０８　昭和シェルＳＳ内 0256-88-0500

長岡川崎店 〒940-0861 新潟県長岡市川崎町５７８－１ 0258-31-3711

新潟駅南口店 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口１－１９－１１ 025-240-7311

新潟紫竹店 〒950-0864 新潟県新潟市東区紫竹３－４－１ 025-246-7826

オリックスレンタカー

　　　新幹線の駅から近い店舗です。
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店舗名 郵便番号 住所 電話番号

新潟駅南口店 〒950-0916 新潟市中央区米山1丁目2-21 025-385-6191

燕三条駅前店 〒955-0092 三条市須頃2-22-2 0256-46-8716

長岡駅東口店 〒940-0048 長岡市台町2-8-35　ホテルニューオータニ内 0258-86-8480

越後湯沢駅前店
2020年7月21日オープン

〒949-6101 南魚沼郡湯沢町湯沢二丁目2-15 025-788-1286

新潟店 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山2-4-27 025-240-7820

新潟空港店 〒950-0021 新潟市東区物見山2丁目13番8号 025-282-7905

上越妙高駅前店 〒943-0861 上越市大和5-27-15 025-521-4170

長岡店 〒940-0004 長岡市高見町1067-1 0258-89-7981

店舗名 郵便番号 住所 電話番号

新潟空港店 〒950-0001 新潟市東区松浜町2093-1 025-270-0199 

新潟駅前店 〒950-0087 新潟市中央区東大通1-11-31 025-245-2111 

長岡駅大手口店 〒940-0061 長岡市城内町2-7-4 0258-30-0770

燕三条店 〒955-0092 三条市須頃2-23 0256-34-9400 

上越妙高駅前店 〒943-0861 上越市大和2-1-5 025-527-2202

女池店（※２） 〒950-0945 新潟市中央区女池上山1-12-17 025-283-1811 

長岡店（※２） 〒940-0055 長岡市袋町1-1081-5 0258-35-7979 

上越店（※２） 〒943-0821 上越市大字土橋799-1 025-525-1144 

（※２）「新潟周遊プラン（レンタカー限定コース）」を「ドラ割」サイトからお申込みいただき、
お客さまがお持ちのETCカードでご利用される場合のみ対応可能な店舗です。
　　　新幹線の駅から近い店舗です。

Ｊネットレンタカー

タイムズレンタカー

　　　新幹線の駅から近い店舗です。

駅

駅

駅

駅

駅

駅

駅

駅

駅

駅

駅



新潟駅（※２） 〒950-0086 
新潟県新潟市中央区花園１丁目１−１
CoCoLo南館内

025-245-4292

燕三条駅（※２） 〒955-0093 新潟県三条市下須頃497 0256-35-6351

長岡駅（※２） 〒940-0061 新潟県長岡市城内町２丁目７ 0258-36-3521

上越妙高駅（※２） 〒943-0861
新潟県上越市大和５－８７２－６
オリックスレンタカー上越妙高駅前店内

025-523-0012

柏崎駅（※２） 〒945-0055
新潟県柏崎市駅前１－４－３４
オリックスレンタカー内

0257-23-5836

越後湯沢駅（※２） 〒949-6101 
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢主水2427
ビジターセンター内

025-785-5082

十日町駅（※２） 〒948-0000 新潟県十日町市丑272-6 025-752-2230

糸魚川駅（※２） 〒941-0061 
新潟県糸魚川市大町1丁目7-11
ヒスイ王国館内

025-550-1773

新潟駅南口店（※２） 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山２－５－１７ 025-247-7622

豊栄中央店（※２） 〒950-3316 新潟県新潟市北区鳥屋1299-2 025-386-2341

新発田店（※２） 〒957-0017 新潟県新発田市新富町1-6-27 0254-26-2022

新潟阿賀野店（※２） 〒959-2122 新潟県阿賀野市飯森杉305 0250-67-2224

（※２）「新潟周遊プラン（レンタカー限定コース）」を「ドラ割」サイトからお申込みいただき、
お客さまがお持ちのETCカードでご利用される場合のみ対応可能な店舗です。
    　新幹線の駅から近い店舗です。

カースタレンタカー

ＪＲ駅レンタカー

（※２）「新潟周遊プラン（レンタカー限定コース）」を「ドラ割」サイトからお申込みいただき、
お客さまがお持ちのETCカードでご利用される場合のみ対応可能な店舗です。
    　新幹線の駅から近い店舗です。
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