
  別紙 1 

CEP・NEP（注 1）・AIP（注 2）の取扱店舗一覧（2017 年 4 月 1 日時点） 

 

（注 1）NEP とは、名古屋高速道路公社が販売する乗り放題パス「Nagoya Expressway Pass」（略称「ＮＥＰ
ネ ッ プ

」）です。 

（注 2）AIP とは、愛知道路コンセッション株式会社が販売する乗り放題パス「Aichi Toll Road Pass」(略称「ＡＩＰ
ア イ プ

」)

です。 

 

全 104 店舗 

 

●トヨタレンタリース 41 店舗 

都府県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ㈱トヨタレンタリース愛知

りんくう常滑駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース愛知

名古屋駅太閤通口店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋駅前店 ㈱トヨタレンタリース愛知

ＪＲセントラルタワーズ店 ㈱トヨタレンタリース愛知

ＪＲタワーズプラザ店 ㈱トヨタレンタリース愛知 4月1日取扱開始

名駅笹島店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋国際センター前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

ささしまライブ東口店 ㈱トヨタレンタリース愛知 2月15日取扱開始

金山駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

テレビ塔店 ㈱トヨタレンタリース愛知

矢場町店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

丸の内駅北店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

丸の内駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

太田川駅前 ㈱トヨタレンタリース名古屋

羽田空港店 ㈱トヨタレンタリース東京

羽田空港第１ビル受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース東京

羽田空港第２ビル受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース東京

八王子駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

立川駅南口店 ㈱トヨタレンタリース多摩

高幡店 ㈱トヨタレンタリース多摩

国分寺駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

京王堀之内駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

新横浜駅前店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

新横浜駅新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース横浜

横浜駅中央西口店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

横浜駅西口店 ㈱トヨタレンタリース横浜

元町石川店 ㈱トヨタレンタリース横浜

関内店 ㈱トヨタレンタリース横浜

小田原駅新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

静岡県 富士山静岡空港受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース静岡

岐阜県 高山駅前店 ㈱トヨタレンタリース岐阜

富山駅前店 ㈱トヨタレンタリース富山

富山空港店 ㈱トヨタレンタリース富山

高岡店 ㈱トヨタレンタリース富山

黒部宇奈月温泉駅前店 ㈱トヨタレンタリース富山

金沢駅東口店 ㈱トヨタレンタリース石川

金沢駅西口店 ㈱トヨタレンタリース石川

小松空港店 ㈱トヨタレンタリース石川

福井県 福井駅東口店 ㈱トヨタレンタリース福井

石川県

愛知県

東京都

神奈川県

富山県

 

 



●タイムズカーレンタル 18 店舗 

都府県 店舗名 会社名 備考

セントレア中部国際空港店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋新幹線口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

上前津店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋伏見店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田空港第１ターミナルカウンター店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田空港第２ターミナルカウンター店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

八王子駅南口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

タイムズステーション有楽町イトシア店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

品川駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

神奈川県 新横浜プリンス店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

三島駅南口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

新富士駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

静岡駅西店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

浜松駅南店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

岐阜県 岐阜駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

京都府 京都新幹線口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

愛知県

東京都

静岡県

 

 
●ニッポンレンタカー 13 店舗 

都府県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

名古屋駅西口営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

名古屋伏見営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋今池営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋栄営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋納屋橋営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋丸の内営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

東京都 羽田営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ㈱東都ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ

富士山静岡空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

御殿場駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

富山駅北口営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

富山空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

愛知県

静岡県

富山県

 
 



●オリックスレンタカー 13 店舗 

都府県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

名古屋新幹線口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

東京都 東京駅八重洲口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港第1ビルカウンター ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港第2ビルカウンター ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

富山駅北口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

富山駅南口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱ 2月1日取扱開始

新高岡駅前店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

金沢駅兼六園口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

金沢駅西口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱ 2月１日取扱開始

小松空港東店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

小松空港西店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱ 2月１日取扱開始

愛知県

千葉県

富山県

石川県

 

 

●日産レンタカー 19 店舗 

都府県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

名古屋新幹線駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

名古屋駅桜通口店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

上前津店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

広小路栄店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

豊橋新幹線駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

東京駅八重洲口店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

豊洲駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

品川駅港南口店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

上野駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

戸越店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

岐阜県 岐阜羽島新幹線駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

三重県 近鉄四日市駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

金沢駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

金沢駅西口店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

小松空港店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

和倉駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

京都新幹線駅前店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始

京都四条烏丸店 ㈱日産レンタカーソリューション 4月1日取扱開始
京都府

愛知県

石川県

東京都

 

 
 


