
「北海道観光ふりーぱす」利用者限定特典 取扱会社及び店舗一覧
レンタカー会社名 取扱店舗名 住所 電話番号

札幌駅北口営業所 札幌市北区北6条西4丁目2-13 011-746-0919
札幌駅中央営業所 札幌市中央区北3条西2丁目1-13 011-219-0919
札幌駅東営業所 札幌市中央区北4条東1丁目3-1 011-232-0919
すすきの営業所 札幌市中央区南8条西6丁目7-11 ｱﾝｾﾘｼﾞｪ弐番館1F 011-521-0919
札幌大通西営業所 札幌市中央区南1条西10丁目4 011-233-0919
北２１条営業所 札幌市北区北21条西5丁目1-28 011-747-0919
白石営業所 札幌市白石区中央1条7丁目45-3 011-868-0919
琴似営業所 札幌市西区二十四軒4条4丁目13-27 011-633-0919
麻生駅前営業所 札幌市北区麻生町2-3-1 011-709-0919
新札幌駅前営業所 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目1 011-896-0919
ニセコグランヒラフ営業所 虻田郡倶知安町字山田204番地(ﾎﾃﾙﾆｾｺｱﾙﾍﾟﾝ内) 0136-23-0919
ルスツリゾートカウンター 虻田郡留寿都村字泉川13番地 0136-46-2919
千歳空港営業所 千歳市美々758番地 0123-26-0919
函館駅前営業所 函館市若松町22番5号 0138-22-1919
函館空港前営業所 函館市高松町569-83 0138-57-0919
新函館北斗駅前営業所 北斗市市渡1丁目5番1号 0138-77-0919
旭川駅前営業所 旭川市宮下通10丁目3-15 0166-24-0919
旭川空港前営業所 上川郡東神楽町35番1 0166-83-0919
女満別空港前営業所 網走郡大空町女満別中央260 0152-74-4177
紋別空港カウンター 紋別市小向19番地3 0158-23-0919
網走駅前営業所 網走市新町2丁目3-1 網走交通ﾋﾞﾙ1F 0152-44-0919
北見駅前営業所 北見市大通西4丁目7（ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ北見大通西内） 0157-25-0919
帯広駅前営業所 帯広市西1条南12-5 0155-22-0919
帯広空港前営業所 帯広市泉町西10線中8-30 0155-64-5065
釧路駅前営業所 釧路市黒金町13-1 0154-23-0919
釧路空港前営業所 釧路市鶴丘2 0154-57-3871
阿寒鶴雅カウンター 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6-10 0154-67-3111
中標津空港前営業所 標津郡中標津町北中17-9 0153-72-0919
稚内営業所 稚内市中央2-11-31 0162-22-0919
稚内空港前営業所 稚内市大字声問村字声問6745番7 0162-26-2233
新千歳空港ポプラ店 千歳市美々758番地137 0123-23-0100
札幌駅東店 札幌市中央区北5条東1丁目2-4 011-281-0100
札幌駅前店 札幌市北区北6条西1丁目　トラストパーク札幌ステーション 011-728-0100
地下鉄さっぽろ駅前店 札幌市中央区北3条西3丁目1　札幌北3条ビル1F 011-223-0100
北1条西8丁目店 札幌市中央区北1条西8丁目2-8　ピーアールセンタービル1F 011-200-0100
北1条東2丁目店 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第一ビル1F 011-205-0100
すすきの南4条店 札幌市中央区南4条西7丁目 アパホテル札幌すすきの駅西1階 011-518-1100
北34条駅前店 札幌市北区北31条西5丁目2 011-709-0100
JR新札幌駅前店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-2 011-895-0100
琴似駅前店 札幌市西区琴似4条2丁目1-2　コルテナⅡ－1F 011-615-0100
宮の森店 札幌市中央区宮の森3条1丁目1-50 011-631-0100
発寒13条下手稲通店 札幌市西区発寒13条14丁目1080-13 011-676-0100
白石店 札幌市白石区中央2条5丁目1-21 011-824-0100
地下鉄福住駅前店 札幌市豊平区月寒中央通11丁目2-5　マンションパスチャー1F 011-855-0100
東苗穂店 札幌市東区東苗穂5条3丁目1番 011-792-0100
北広島インター店 北広島市大曲並木1丁目7-1 011-375-0100
小樽駅前店 小樽市稲穂4丁目7-7 0134-27-0100
岩見沢店 岩見沢市4条東14丁目5　札幌トヨタ岩見沢支店内 0126-23-0100
滝川店 滝川市栄町1丁目4-3 0125-26-0100
苫小牧店 苫小牧市新開町3丁目3-2 0144-35-0100
室蘭店 室蘭市東町4丁目26-1 0143-43-0100
新ひだか静内店 日高郡新ひだか町静内山手町1丁目1-3 0146-42-0100
伊達店 伊達市末永町44-9 0142-22-0100
新千歳空港すずらん店 千歳市美々758番地134 0123-24-0100
札幌駅北口店 札幌市北区北9条西3-19-1 ノルテプラザ内1F 011-707-0100
札幌駅南口店 札幌市中央区北5条西7 京王プラザホテル札幌内 地下1F 011-210-0100
すすきの南9条店 札幌市中央区南8条西7丁目1037-9 011-512-0100
小樽駅稲穂2丁目店 小樽市稲穂2丁目22-1 小樽経済センタービル地下1F 0134-29-0100
大通公園西4丁目店 北海道札幌市中央区大通西4丁目1　新大通ビルディング地下2F 011-777-0100
函館空港店 函館市高松町569-17 0138-59-0100
函館駅前店 函館市大手町19-2 0138-26-0100
新函館北斗駅前店 北斗市市渡1丁目3番5号 0138-75-0100
旭川店 旭川市東鷹栖4線10-1-8 0166-57-0100
旭川駅前店 旭川市宮下通9-396-2 0166-23-0100
旭川空港前店 上川郡東神楽町東2線16号10-162 0166-83-3701
大雪通り店 旭川市6条18 0166-34-0100
忠和店 旭川市忠和4条6-4-8 0166-61-0100
稚内店 稚内市中央2-12-5 0162-22-0100
稚内空港店 稚内市大字声問村字メクマ6745-7 0162-29-3100
名寄店 名寄市西1条南10-30-1 01654-3-0100
士別店 士別市大通西18-463-22旭川トヨタ内 0165-23-2100
富良野店 富良野市日の出町2-15 0167-23-2100
トマム店 勇払郡占冠村字中トマム星野リゾートトマムザ・タワーロビー内 0167-58-1001
深川店 深川市北光町3-4-17旭川トヨタ内 0164-23-0100
留萌店 留萌市野本町64 0164-43-0100
北見店 北見市並木町168番地１ 0157-61-0100
網走店 網走市大曲１丁目９番８号 0152-43-0100
女満別空港店 網走郡大空町女満別中央201-7 0152-74-3609
中湧店 湧別町中湧別北町180番地 01586-2-4141
遠軽店 遠軽町岩見通南1丁目2-2 0158-42-3610

トヨタレンタリース札幌

トヨタレンタリ－ス新札幌

トヨタレンタリース函館

トヨタレンタリース北見

ニッポンレンタカー

トヨタレンタリース旭川



新千歳空港店 千歳市美々758-171 0123-22-0543
札幌駅前店 札幌市北区北9条西3丁目10-1　小田ビル1Ｆ 011-726-0543
すすきの店 札幌市中央区南8条西6丁目7-24　アン・セリジェ壱番館　1Ｆ 011-531-0543
丘珠空港栄町店 札幌市東区北46条東16丁目1-1　 011-789-1543
厚別西店 札幌市厚別区厚別西3条6丁目700-80 011-890-0543
新さっぽろ駅前店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目2番1号 011-375-0543
函館駅前店 函館市若松町20-21 0138-23-0543
函館空港店 函館市高松町569-56 0138-59-1990
新函館北斗駅前店 北斗市市渡1丁目5-1 0138-83-6550
旭川駅前店 旭川市宮下通10丁目1133 0166-26-0543
旭川空港店 上川郡東神楽町34-1 0166-83-5757
帯広駅前店 帯広市西1条南12丁目13番地 0155-22-0543
帯広西2条店 帯広市西2条南15丁目2番 0155-27-3902
帯広空港店 帯広市泉町西10線中8番 0155-64-5543
釧路駅前店 釧路市幸町西14丁目1-10 0154-22-0543
釧路空港店 釧路市鶴丘2番地313 0154-57-3636
北見店 北見市とん田西町226-6 0157-66-3901
女満別空港店 網走郡大空町女満別中央260-9 0152-74-4222
中標津店 標津郡中標津町東1条北1丁目3-1 0153-72-8489
稚内店 稚内市潮見3丁目6-26 0162-34-0543
札幌店 北海道札幌市中央区北2条東2-1-20 011-231-0118
札幌駅北口店 北海道札幌市北区北9条西4-1 011-756-5656
ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ札幌すすきの店北海道札幌市中央区南4条西6-5 011-530-5656
ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ札幌駅前店  札幌市中央区北４条西6-3-4タイムズステーション札幌駅前1F 011-223-5656
札幌中島公園店 北海道札幌市中央区南8条西4-10-75 011-518-6767
小樽店 北海道小樽市色内1丁目7番12号 0134-32-6767
千歳空港店 北海道千歳市柏台南1-3-2 0123-45-8756
旭川駅前店 北海道旭川市宮下通11丁目785番 0166-24-5656
旭川空港前店 北海道上川郡東神楽町34-1 0166-83-4670
帯広駅前店 北海道帯広市西1条南11-19 0155-23-6767
帯広空港店 北海道帯広市泉町西10線中8番-27 0155-64-5600 
函館駅前店 北海道函館市若松町22-7 0138-27-4547
函館空港前店 北海道函館市高松町569-19 0138-59-0002
新函館北斗駅前店 北斗市市渡1丁目5番1号 0138-77-5656
釧路駅前店 北海道釧路市黒金町14-9-2 0154-23-5656
釧路空港前店 北海道釧路市鶴丘2-317 0154-57-5508
千歳空港営業所 千歳市柏台南1丁目3-2 0123-27-7000
函館営業所 函館市高松町130-7 0138-36-1122
新千歳空港店 千歳市柏台南１－３－２ 0123-49-2277
札幌駅前北口店 札幌市北区北10条西３丁目７アパホテルエクセレント内 011-708-7276
函館空港店 函館市高松町130-107 0138-36-2255
函館駅前店 函館市若松町14-10 0138-24-2277
新函館北斗駅前店 北斗市市渡1丁目４－１３ 0138-77-5511

カーレンタル北海道 新千歳空港店 千歳市真々地4-9-1(北海道まるごと市場内) 0123-22-4040

タイムズカーレンタル

オリックスレンタカー

バジェットレンタカー

OTSレンタカー


