
2020 年株主優待制度 

ふるさと優待カタログは裏表紙からご覧ください。



旅館・ホテル

ご宿泊費を優待割引にて

ご利用について　 
●優待価格や適用除外日などの詳細はP7「宿泊優待料金」

をご参照ください。
●ご予約・お問い合わせの際は、 「オリックスの株主」 で

ある旨をお伝えください。
●ご宿泊当日に、 「株主カード」 をフロントにご提示

ください。
●他の特典との併用はできません。

箱根・芦ノ湖 はなをり

宿泊先一覧
都道府県 施設名

北 海 道
クロスホテル札幌
函館・湯の川温泉 ホテル万惣

福 島 県 会津・東山温泉 御宿 東鳳
千 葉 県 セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋

東 京 都

ハイアット セントリック 銀座 東京
ハンドレッドステイ 東京新宿
ホテルJALシティ羽田 東京
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング

神奈川県 箱根・芦ノ湖 はなをり
富 山 県 黒部・宇奈月温泉 やまのは

静 岡 県
ホテル ミクラス
熱海・大月ホテル 和風館
オークラアクトシティホテル浜松

都道府県 施設名

京 都 府
クロスホテル京都
ハイアット リージェンシー 京都

大 阪 府

クロスホテル大阪
ホテル ユニバーサル ポート
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田

兵 庫 県 ホテル日航姫路
大 分 県 別府温泉 杉乃井ホテル

沖 縄 県
ヒルトン沖縄北谷リゾート
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

レストランご飲食代 10％割引※

ヒルトン沖縄北谷リゾート
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

※レストランご飲食代の割引はヒルトン沖縄
北谷リゾートおよびダブルツリーbyヒルト
ン沖縄北谷リゾートのみとなります。

ふく料理　春帆楼

ドリンク1杯無料

ご利用について　 
●  お問い合わせの際は、 「オリックスの株主」 である旨をお伝えください。
●  ご利用当日に、 「株主カード」 をスタッフにご提示ください。
●  他の特典との併用はできません。

日本のふく料理公許第一号である春帆楼では、下関
の本場ふくの味を各地でお楽しみいただけます。下
関の迎賓館 「春帆楼」 本店をはじめ、東の旗艦店の
東京店など4店舗で皆さまのお越しをお待ちしてお
ります。
※下関では河豚（ふぐ）を“福”に通じるということで 「ふく」 

と呼びます。 下関本店とらふく刺し

各店舗のお問い合わせ先はP7をご覧ください。

株主カードのご提示により、オリックスグループ
が提供する各種サービスを割引価格でご利用
いただけます。レジャーやビジネスなど、さまざま
なシーンで有効期限内に何度でもご利用いただけ
ますので、ぜひご活用ください。

有効期限：2021年7月31日まで

2020
転 売 禁 止

株主カードは株主さまをご招待するための優待券であり、非売品です。
第三者（親族も含む）への貸与・譲渡は固くお断りいたします。

お問い合わせ先一覧P7

宿泊優待料金P7

ふるさと優待P9

宿泊・食事
ご宿泊費・ご利用料金優待などP2 水族館

入場料金10％割引P3

CONTENTS

野球観戦
公式戦ホームゲーム優待P4 カーライフ

ご利用料金割引などP5

ヘルスケア
人間ドック優待価格P3
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※優待内容は2020年6月26日時点のものであり、場合によっては変更もございますので、あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクの高まりにより、運営施設の臨時休館や入場制限、サービス（野球観戦を含む）の一部

休止を実施させていただいている可能性がございます。ご不便をおかけし大変恐縮ではございますが、各サービスをご利用いただく
際には、事前にオリックスグループ各社および各施設のウェブサイトをご確認いただきますようお願いいたします。

※優待割引価格は消費税込の利用料金を記載しております。
※オリックスグループは、2019年3月1日付けでゴルフ事業等を運営するオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社の譲渡

を完了いたしました。同事業の譲渡に伴い、2019年3月31日時点の株主さまへお送りする株主カード以降、ゴルフ事業に関する
優待サービス（ドリンク1杯無料）はご利用いただけなくなりました。

※オリックスグループは、2019年3月25日付けでオリックス･リビング株式会社の譲渡について合意し、2019年8月30日付けで
譲渡を完了いたしました。同社の譲渡に伴い、今回送付の株主カードよりオリックス・リビング株式会社に関する優待サービスを
ご利用いただけなくなりました。

 株主カードによる優待のご案内
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オリックス野球クラブ
2020シーズン公式戦ホームゲームの当日券を優待価格にて

京セラドーム大阪 
©ORIX Buffaloes

2020年 公式戦ホームゲーム 優待価格一覧
京セラドーム大阪

ダイヤモンド 金 銀 銅

エクセレント指定席（飲食付）
特別中央指定席（飲食付）
ネット裏指定席
ビュー指定席
ライブ指定席
SS指定席
S指定席
ダイナミック指定席
A指定席
B指定席 大人

こども

バリュー指定席 大人
こども

上段中央指定席 大人
こども

ライトホームラン指定席
内野自由席 大人

こども
下段ライト指定席 大人

こども
外野自由席 大人

こども
ライトホームランデッキ 2名

4名
レフトホームランデッキ 4名

̶
9,400円
7,800円
6,000円
6,500円
5,200円
4,500円
4,700円
3,800円
3,700円
2,100円
4,200円
2,400円
3,000円
1,600円
3,000円
2,700円
1,200円
2,100円

800円
2,100円

800円
̶
̶
̶

̶
8,400円
6,800円
4,900円
5,500円
4,000円
3,300円
3,500円
2,800円
2,500円
1,300円
2,900円
1,500円
2,000円
1,000円
2,000円
1,700円
700円
1,400円
600円
1,400円
600円

̶
̶
̶

̶
9,200円
7,600円
5,600円
6,500円
4,800円
4,000円
4,500円
3,800円
3,300円
1,700円
3,600円
2,100円
2,800円
1,200円
2,600円
2,500円
1,000円
2,000円

800円
1,900円

700円
̶
̶
̶

̶
8,000円
6,600円
4,900円
5,500円
3,600円
2,700円
3,200円
2,600円
2,100円
900円
2,400円
1,100円
1,800円
700円
1,700円
1,500円
600円
1,200円
500円
1,100円
500円

̶
̶
̶

̶
9,200円
7,500円
5,600円
6,500円
4,800円
3,800円
4,500円
3,700円
3,200円
1,700円
3,400円
1,800円
2,600円
1,100円

̶
2,400円
1,000円

̶
̶

1,800円
700円

̶
̶
̶

̶
8,000円
6,500円
4,900円
5,500円
3,600円
2,500円
3,200円
2,500円
2,000円
900円
2,200円
1,000円
1,500円
600円

̶
1,300円
500円

̶
̶

900円
400円

̶
̶
̶

500円

12,000円
8,000円
6,500円

5,500円
3,600円
2,500円

2,200円
1,000円

̶
1,300円

̶
̶

900円
400円

14,000円
30,000円
30,000円

13,000円
9,200円
7,500円

4,900円5,600円
6,500円
4,800円
3,800円

3,200円4,500円
2,500円3,700円
2,000円3,200円
900円1,700円

3,400円
1,800円

1,500円2,600円
600円1,100円

̶
2,400円
1,000円

̶
̶

1,800円
700円

15,000円
30,000円
30,000円

席種 優待価格通常価格 優待価格通常価格 優待価格通常価格 優待価格通常価格

フレックスプライス制試合日程(京セラドーム大阪)

席種 通常価格 優待価格

ネット裏指定席 6,500円 5,400円
ライブ指定席 前方 4,500円 3,700円

後方 4,300円 3,500円
A指定席 前方 4,000円 2,900円

後方 3,600円 2,500円
B指定席 大人 2,500円 1,800円

こども 1,200円 700円
2階バルコニー指定席 3,800円 2,700円
内野自由席 大人 2,200円 1,300円

こども 1,000円 500円

ほっともっとフィールド神戸

外野自由席 大人
こども

1,700円 900円
700円 400円

ダイヤモンド

金

銀

銅

＊試合によっては下段レフトの外野席も指定席として販売する場合がございます。その場合には下段ライト指定席の優待価格が適用されます。
 また、下段レフトの外野席の一部をバファローズファン向けに指定席として販売する場合や、下段ライト指定席を自由席として販売する場合があります。
＊新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、試合日程や席種等が変更となっております。    
　最新の試合情報やフレックスプライス設定、チケット料金等については、ご来場前に球団公式ウェブサイト（https://buffaloes.co.jp/）にてご確認ください。  
　なお、プロ野球の開幕が延期となったことを考慮し、野球クラブにおける株主カード利用期間を以下の通り延長いたします。    
　（2019年分）期限：2020年7月末まで　→　2021年公式戦終了まで    
　（2020年分）期限：2021年7月末まで　→　2021年公式戦終了まで    
　試合観戦の約定としてオリックス・バファローズが定める「試合観戦契約約款」（https://buffaloes.co.jp/stadium/guide/agreement.html）が適用されます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、フレックスプライス
制試合日程に変動が生じています。最新の情報は、球団公式ウェブ
サイト（https://buffaloes.co.jp/）よりご確認ください。

席　　　種	 京セラドーム大阪	：		大商大シート/エキサイト指定席/
　　　　　　　　　　　　　　　　 外野レストラン席(アサヒ・杵屋・スターダイナー)を除く全ての席種
	 															ほっともっとフィールド神戸	：		フィールド指定席/プレモルファミリーゾーン/
                                                              KOBEダイナー/SKYダイナーを除く全ての席種

優 待 価 格	 	いずれの対象席種も、
　　　　　　　ファンクラブ前売価格(BsCLUB会員前売価格)が適用されます。

対象外試合	 オープン戦・6/30(火)および7/1(水)日本ハム戦(わかさスタジアム京都開催試合)・
	 オールスターゲーム・クライマックスシリーズ・日本シリーズは対象外となります。

ご利用について　 

0570-01-8862
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

オリックス・バファローズ
お問い合わせ先 

<2020年フレックスプライス設定について>
試合日程によりチケット料金が異なるフレックスプライス制を採用しています。

京都水族館・すみだ水族館・新江ノ島水族館
入場料金10％OFF

ご利用について　 
●  チケット売場窓口にて 「株主カード」 をご提示ください。
※  券売機では割引の対応ができませんので窓口にて入場券をお求めください。
●  割引の人数制限はございません。
●新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、館内の状況により
　入館をお待ちいただく場合がございます。 　
●  中・高校生は窓口にて生徒手帳の提示が必要です。
●  当日券を購入する場合のみ利用可能です。 
●  他の特典・割引との併用はできません。

京都の山々がもたらす川の恵みから、海に至るつながり
と生態系を再現する 「京都水族館」 、東京スカイツリー
タウンⓇ内にあり、ペンギンたちと間近で出会える 「す
みだ水族館」 、 「相模湾と太平洋」 をテーマとし、幻想的
な癒し空間の美しいクラゲ展示でも知られる 「新江ノ
島水族館」（注）。大人も子どもも楽しめる、3つの水族館
へぜひお越しください。

（注） オリックスグループは、2018年1月４日付けで新江ノ島水族館を管理・運営する株式会社新江ノ島水族館の持ち株の全てを売却し、現在はその関連会社では
ありません。登録商標である新江ノ島水族館ロゴ、および新江ノ島水族館を含む名称は株式会社新江ノ島水族館の承諾を得て使用しています。

各施設のお問い合わせ先はP7をご覧ください。

京都水族館

すみだ水族館

新江ノ島水族館

医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック

人間ドック各種コースを優待価格にて

※ オリックスは、医療機関向け業務支援サービス会社との資本提携を通じて「医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック」の運営を支援しています。

株主優待 がんPETドック
 通常価格： 165,000円 優待価格： 107,250円

検査内容
PET-CT（頚部～大腿部）・
基本検査

医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック 健康管理センター
028-657-7302	受付時間 10：00～17：00（日・祝日を除く）

URL https://ucc.or.jp/

お問い合わせ先
●  お問い合わせの際は、 「オリックスの株主」 で

ある旨をお伝えください。
●  ご利用当日、受け付けの際に 「株主カード」 をご

提示ください。
●  他の特典との併用はできません。

ご利用について

株主優待 MCIドック※

 通常価格： 110,000円 優待価格： 77,000円
検査内容
PET-CT(頭のみ)・MRI(脳画像のみ)・VSRAD・各種基本検査・血液検
査(ホモシステイン酸)　

株主優待 総合がんPETドック
 通常価格： 220,000円 優待価格： 143,000円

男性検査内容
PET-CT（頚部～大腿部)・骨盤ＭＲI・脳ＭＲI・超音波(腹部、甲状腺)・
各種基本検査・血液検査

女性検査内容
PET-CT（頚部～大腿部)・骨盤MRI・脳MRI・超音波(腹部、甲状腺、乳
房)・3Dマンモグラフィー・各種基本検査・血液検査

※脳の機能低下を画像で診る検診となります

●  試合当日、球場窓口にて｢株主カード｣をご提示ください。　　●株主さまご本人とその同伴の方(株主カード提示につき４枚まで購入可)が適用されます。
●こども料金は小中学生が適用となります。未就学児はひざ上無料、お席が必要な場合は有料となります。
●いずれの対象席種も完売となりましたらチケットをご購入いただけませんので、あらかじめご了承ください。　　●他の特典との併用はできません。
●公式戦日程は、右記球団公式ウェブサイトよりご確認ください。 URL https://www.buffaloes.co.jp/game/schedule/
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ご成約者さまにカーナビゲーションをプレゼント

オリックス自動車

お問い合わせ先 
オリックス自動車 マイカーデスク

0120-094-012	
受付時間 9:00～19:00（土・日・祝日を除く）

URL https://www.carlease-online.jp/

個人向けカーリース

長く大事に新車に
乗りたいあなたに！

もっと手軽に
新車に乗れる！

● 上記ウェブサイトから個人向けリース契約をお申し込みください。
　上記ウェブサイト以外（ECモールなど）からのお申し込みは対象外となります。
● 新車の個人向けカーリース契約が対象です。中古車のリース契約は対象外となります。
●  フリーダイヤルからのお問い合わせの際は、 「オリックスの株主」 である旨をお伝えください。
　ウェブサイトからのお問い合わせの際は、お問い合わせフォーム備考欄に「オリックス株主」 と記載してください。
● カーナビゲーションはオリックス自動車指定となります。
● カーナビゲーションが標準装備されているクルマは対象外となります。
●  他の特典との併用はできません。

ご利用について　 

ご利用について　 
●    上記のウェブサイトより店舗を検索していただき、お近くのご利用店舗へ 

お電話ください。
●  ご来店の上、必ず商談前にスタッフへ 「株主カード」 をご提示ください。
●  他の特典との併用はできません。

中古車販売

お問い合わせ先 
オリックスU-car
URL http://www.orixcar.jp/

オリックス認定中古車をご購入時に税込表示価格より3万円OFF

カーシェアリング

URL https://www.orix-carshare.com/

03-5958-3012	受付時間 9：00～17：00（年中無休）  

お問い合わせ先  
オリックスカーシェア 問合せ受付センター

新規入会で『ICカード発行手数料（1,050円）無料』＆
『月額基本料2カ月無料』＆『5,200円分時間料金無料/月×2カ月』

ご利用について　 

お問い合わせ先 
オリックス自動車 レンタカー予約センター

レンタカー

ハイシーズンの詳細期間は左記URLをご確認ください。

0120-30-5543
	 ※お電話にて事前のご予約が必要です。
	 ※店舗での受け付けは行っておりません。
　		受付時間 8：00～20：00（平日）／8：00～17：00（土・日・祝日）  
URL https://car.orix.co.jp/

乗用車（KSS・KS・Sクラスを除く）の基本料金30％OFF 

北海道／沖縄(本島)の乗用車、商用・貨物車の基本料金50％OFF 

※ハイシーズンは乗用車（KSS・KS・Sクラスを除く）のハイシーズン料金30%OFF。
　乗用車（KSS・KS・Sクラス）、商用・貨物車は割引対象外。

※ハイシーズンは、ハイシーズン料金30％OFF。

● 上記フリーダイヤルへお電話の上、 「オリックスの株主」 である旨をお伝えください。
● 株主さまご本人が運転もしくは同乗する必要があります。
● 店舗にて 「株主カード」 をご提示ください。 ● 他の特典との併用はできません。
● レンタカーチケットとの併用はできません。 ● 車両台数の関係上、ご予約を承れない場合がございます。
● 基本料金とはオリックスレンタカー ウェブサイトに記載されている 「レンタカーの時間料金」 となります。
●  ご利用のクラス、地域、期間により最安値とならない場合がございます。

ご利用について　 
●  既にオリックスカーシェア会員の方は本優待対象外です。
●  本優待はオリックスカーシェア個人Aプラン新規入会の方が対象となります。
●オンライン入会ページ 「キャンペーンコード」 に 「株主さま専用コード」 をご入力ください。
　入力がない場合、本優待を受けることができませんのでご注意ください。
●  月額基本料無料期間終了後は通常の個人Aプラン（月額基本料840円）への継続となります。
●  月額基本料無料期間中は通常の840円分のサービス料金は含まれません。 ●  他の特典との併用はできません。
●5,200円分時間料金無料の適用は１カ月毎となり、未使用額の繰り越しはできません。
●  距離料金は、無料時間料金の対象ではありません。

ふるさと優待広告　W160mm×H76mm

株主優待カタログと一緒にお届けしている株主通信「Alive」では、2020年
3月期の決算情報、ロボット・3Dプリンタ・ドローンの業界最新トレンド
をご紹介する特集記事などを掲載。このページでご案内した自動車関連
ビジネスについても、新たな取り組みをご紹介しています。
オリックスグループについて、楽しみながら知っていただくことができ
ますので、ぜひご覧ください！

■特集「テクノロジーで未来を支える」
■オリックスレビュー ～2020年3月期決算情報～
■こんなところにオリックス 
　～自動車関連ビジネスの新たな取り組みなど、４つのトピックスをご紹介～

■NEXT ORIX ～地域の企業を未来につなぐ 「事業承継支援」～

株主通信「Alive」をご覧ください！ 株主優待
カタログに
同封

Photo courtesy of Flyability
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宿泊優待料金	ご予約・お問い合わせは各宿泊施設にご連絡いただき、「オリックスの株主」である旨をお伝えください。ご宿泊当日はフロントで「株主カード」をご提示ください。

エリア 施設名／電話番号 部屋タイプ、
館など 食事

通常料金 優待料金
備　考平日

（１名さま
あたり）

休前日
（１名さま

あたり）

平日
（１名さま

あたり）

休前日
（１名さま

あたり）

北海道

クロスホテル札幌
TEL. 011-272-0010

シングル （1名1室）
なし

¥18,360 ホテルに直接お問い合わせ
ください。

ご朝食は優待料金￥2,268/1名さまにて承ります。
全室禁煙ルームとなります。ツイン （2名1室） ¥16,200

函館・湯の川温泉 ホテル万惣
TEL. 0138-57-5061 ツイン （2名1室） 朝夕食 ￥13,750 ￥17,050 通常プランより10%引き

別途、入湯税￥150をいただきます。
ご優待適用除外日：
2020年8/8-8/15、12/30-2021年1/3

福島県 会津・東山温泉 御宿 東鳳
TEL. 0242-26-4141

本館 （2名1室）

朝夕食

￥14,040～ ￥18,360～ ￥9,900～ ￥11,000～ 別途、入湯税￥150をいただきます。
GW、夏季、お盆、年末年始期間の料金はお問い合
わせください。
その他、客室によってプランのご提案が可能です。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。

タワー館（2名1室） ￥14,040～ ￥18,360～ ￥11,000～ ￥12,100～
朱雀 （2名1室） ￥15,120～ ￥19,440～ ￥11,000～ ￥12,100～
彩 （2名1室） ￥15,120～ ￥19,440～ ￥11,550～ ￥12,650～

千葉県
セミナーハウス
クロス・ウェーブ船橋
TEL. 047-436-0111

シングルまたは
ツインのシングル利用

（1名1室） なし
￥9,900 ￥7,700

ご朝食は￥1,452/1名さまにて承ります。
ツイン （2名1室） ￥7,865 ￥6,160

東京都

ハイアット セントリック 銀座 東京
TEL. 03-6837-1313

キング・ツイン
（1名1室または

2名1室）
なし

料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

通常プランより15%引き
混雑状況によりご優待適用除外日がございます。
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/
shuk.html#gaiyo_01

ハンドレッドステイ 東京新宿
TEL. 03-6890-9100

コンフォートダブル・ツイン
（1名1室）

なし

￥44,000 ￥15,000 ￥22,000 ご朝食は￥800/1名さまにて承ります。
ご優待適用除外日：
2020年7/23-8/10、12/29-2021年1/3
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/
shuk.html#gaiyo_01

コンフォートダブル・ツイン
（2名1室） ￥22,000 ￥7,500 ￥11,000

コンフォートダブル・ツイン
（3名1室） ￥14,666 ￥5,000 ￥7,500
上記以外の
部屋タイプ — 通常プランより50%引き

お問い合わせ先一覧

水族館
施設名 所在地 TEL

京都水族館 〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内） 075-354-3130
すみだ水族館 〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F 03-5619-1821
新江ノ島水族館 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1 0466-29-9960

宿泊

都道府県 施設名 カテゴリ 所在地 TEL

北海道 クロスホテル札幌 シティホテル 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-23 011-272-0010
函館・湯の川温泉 ホテル万惣 旅館 〒042-0932 北海道函館市湯川町1-15-3 0138-57-5061

福島県 会津・東山温泉 御宿 東鳳 旅館 〒965-0813 福島県会津若松市東山町大字石山字院内706 0242-26-4141
千葉県 セミナーハウス 

クロス・ウェーブ船橋 ビジネスホテル 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-9-3 047-436-0111

東京都
ハイアット セントリック 銀座 東京 シティホテル 〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-7 03-6837-1313
ハンドレッドステイ 東京新宿 滞在型ホテル 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-27-7 03-6890-9100
ホテルJALシティ羽田 東京 ビジネスホテル 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町4-11 03-5735-2525
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング ビジネスホテル 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町4-16 03-5735-2525

神奈川県 箱根・芦ノ湖 はなをり 旅館 〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根桃源台160 0460-83-8739
富山県 黒部・宇奈月温泉 やまのは 旅館 〒938-0282 富山県黒部市宇奈月温泉352番地7 0765-62-1311

静岡県
ホテル ミクラス 旅館 〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町3-19 0557-86-1111
熱海・大月ホテル 和風館 旅館 〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町3-19 0557-81-6111
オークラアクトシティホテル浜松 シティホテル 〒430-7733 静岡県浜松市中区板屋町111-2 053-459-0111

京都府 クロスホテル京都 シティホテル 〒604-8031 京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町71-1 075-231-8831
ハイアット リージェンシー 京都 シティホテル 〒605-0941 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2 075-541-1234

大阪府

クロスホテル大阪 シティホテル 〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-5-15 06-6213-8281
ホテル ユニバーサル ポート リゾートホテル 〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島1-1-111 06-6463-5000
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ リゾートホテル 〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-1-16 06-6460-8000
セミナーハウス 
クロス・ウェーブ梅田 ビジネスホテル 〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1-12 06-6312-3230

兵庫県 ホテル日航姫路 シティホテル 〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町100 079-222-2231
大分県 別府温泉 杉乃井ホテル 旅館 〒874-0822 大分県別府市観海寺1 0977-24-1141

沖縄県 ヒルトン沖縄北谷リゾート リゾートホテル 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜40-1 098-901-1111
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート リゾートホテル 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜43 098-901-1111

食事
ふく料理 春帆楼 都道府県 店舗名 TEL 都道府県 店舗名 TEL

下 関 春 帆 楼 山 口 県 本店 083-223-7181 下 関 春 帆 楼 大 阪 府 阿倍野店 06-6625-2378
東 京 都 東京店 03-5211-2941 春 帆 楼 茶 寮 山 口 県 下関大丸店 083-235-8029

ヘルス
ケア

施設名 所在地 TEL URL
医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック 〒321-0112 栃木県宇都宮市屋板町561-3 028-657-7302 https://ucc.or.jp/

カー
ライフ

各社の専用フリーダイヤル・ウェブサイトよりお申し込みください。
お問い合わせ先 TEL URL

個人向けカーリース マイカーデスク  0120-094-012 https://www.carlease-online.jp/
レンタカー レンタカー予約センター  0120-30-5543 https://car.orix.co.jp/
カーシェアリング オリックスカーシェア 問合せ受付センター 03-5958-3012 https://www.orix-carshare.com/
中古車販売 オリックス U-car http://www.orixcar.jp/

野球観戦 オリックス・バファローズ　0570-01-8862　受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

 グループ優待のご利用については、各施設にお問い合わせください。優待制度全般のご質問については、下記までご連絡ください。  

オリックス株式会社 受付時間 9：00〜17：00（土・日・祝日を除く）
URL▶https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/

宿泊優待料金	ご予約・お問い合わせは各宿泊施設にご連絡いただき、「オリックスの株主」である旨をお伝えください。ご宿泊当日はフロントで「株主カード」をご提示ください。

ホテル ユニバーサル ポート
ヴィータ
TEL. 06-6460-8000

スタンダードルーム
（1名1室）

なし

￥19,000～￥37,000 ￥8,500～￥30,000
ご朝食は￥2,200/1名さまにて承ります。
ご優待適用除外日：
2020年7/23-7/25、8/8-8/15、9/19-9/21
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.pref.osaka.lg.jp/
toshimiryoku/syukuhakuzei/

スタンダードルーム
（2名1室） ￥9,500～￥18,500 ￥6,000～￥15,000

スタンダードルーム
（3名1室） ￥7,500～￥16,000 ￥5,000～￥14,000

スーペリアルーム
（4名1室） ￥6,500～￥15,500 ￥4,500～￥13,500

セミナーハウス
クロス・ウェーブ梅田
TEL. 06-6312-3230

シングル
（1名1室） なし ¥12,096 ￥8,100

ご朝食は￥1,100/1名さまにて承ります。
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.pref.osaka.lg.jp/
toshimiryoku/syukuhakuzei/

兵庫県 ホテル日航姫路
TEL. 079-222-2231

シングル（1名1室）
なし

￥14,000 ¥7,000 ご朝食は￥2,000/1名さまにて承ります。
ニッコーフロアは左記料金に1名さまプラス￥1,000
となります。ツイン・

ダブル （2名1室） ￥13,000 ¥6,500

大分県 別府温泉 杉乃井ホテル
TEL. 0977-24-1141

本館
（2名以上1室）

朝夕食
￥12,650～ ￥11,385～￥45,045 別途、入湯税￥250をいただきます。

（￥50,001（税別）/1名さまを超える場合は
￥500となります。）
混雑状況によりご優待適用除外日がございます。HANA館

（2名以上1室） ￥13,750～ ￥12,375～￥46,035

沖縄県
ヒルトン沖縄北谷リゾート
TEL. 098-901-1111

全ての部屋タイプ
料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

公式ウェブサイトの
シンプルステイ料金より

10%引きダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
TEL. 098-901-1111

エリア 施設名／電話番号 部屋タイプ、
館など 食事

通常料金 優待料金
備　考平日

（１名さま
あたり）

休前日
（１名さま

あたり）

平日
（１名さま

あたり）

休前日
（１名さま

あたり）

オークラアクトシティホテル浜松
TEL. 053-459-0111

スタンダードシングル 
（1名1室）

朝食
￥16,015～ ￥12,535～

ご優待適用除外日：
2020年8/8-8/15スタンダードツイン

 （2名1室） ￥14,200～ ￥11,175～

京都府

クロスホテル京都
TEL. 075-231-8831

スタンダード
（1名1室）

なし
料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください

公式ウェブサイトでの
通常プランより25%引き

ご朝食は￥1,650～/1名さまにて承ります。
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/
page/0000236942.html

スタンダード
（2名1室）
スーペリア

（3名1室）
デラックス

（4名1室）

ハイアット リージェンシー 京都
TEL. 075-541-1234

ゲストルーム
（1名1室）

なし
料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

通常料金より15%引き

ご優待適用除外日：
2020年12/30-2021年1/2
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/
page/0000236942.html

ゲストルーム
（2名1室）

大阪府

クロスホテル大阪
TEL. 06-6213-8281

ダブルルーム
（1名1室）

なし
料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

¥13,000 ¥20,000 ご朝食は￥2,662/1名さまにて承ります。
ご優待適用除外日：2020年8/13-8/15
料金は宿泊税を含んでおります。
全室禁煙ルームとなります。

ダブルルーム
（2名1室） ¥11,000 ¥13,500
ツインルーム
（2名1室） ¥11,500 ¥14,500

ホテル ユニバーサル ポート
TEL. 06-6463-5000

スタンダードルーム
（1名1室）

なし

￥20,000～￥38,000 ￥8,500～￥30,000 ご朝食は￥2,000/1名さまにて承ります。
ご優待適用除外日：
2020年7/23-7/25、8/8-8/15、9/19-9/21
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.pref.osaka.lg.jp/
toshimiryoku/syukuhakuzei/

スタンダードルーム
（2名1室） ￥10,000～￥19,000 ￥6,500～￥15,000

スーペリアルーム
（3名1室） ￥9,000～￥17,500 ￥5,500～￥14,500

デラックスルーム
（4名1室） ￥8,500～￥17,500 ￥5,000～￥14,000

東京都

ホテルJALシティ羽田 東京
TEL. 03-5735-2525

シングル （1名1室）
なし

料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

￥9,700 ￥11,500 ご朝食は￥1,870/1名さまにて承ります。
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/
shuk.html#gaiyo_01ツイン （2名1室） ￥8,700 ￥10,500

ホテルJALシティ羽田 東京 
ウエスト ウイング
TEL. 03-5735-2525

ダブル （1名1室）
なし

料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

￥11,500 ￥13,500 ご朝食は￥1,650/1名さまにて承ります。
宿泊料金に応じて別途、宿泊税をいただきます。
詳細▶ http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/
shuk.html#gaiyo_01ツイン （2名1室） ¥8,700 ¥10,500

神奈川県 箱根・芦ノ湖 はなをり
TEL. 0460-83-8739

湖畔側
スタンダードルーム

(2～4名1室）
朝夕食

料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

公式ウェブサイトの
株主優待プランから

ご予約ください。

別途、入湯税￥150をいただきます。
GW、夏季、お盆、年末年始期間の料金は
お問い合わせください。

富山県 黒部・宇奈月温泉 やまのは
TEL. 0765-62-1311

本館スタンダード和室
川側

（2～6名1室） 朝夕食
料金は変動します。詳しくは
ホテルに直接お問い合わせ
ください。

通常プランより10%引き
別途、入湯税￥150をいただきます。
GW、夏季、お盆、年末年始期間の料金は
お問い合わせください。本館デラックス和洋室

（2～6名1室）

静岡県

ホテル ミクラス
TEL. 0557-86-1111

スタンダードツイン
（2～3名1室）

※フレンチフルコースプラン
朝夕食 ￥32,150

公式ウェブサイトでの
通常プランより10%引き

別途、入湯税￥150をいただきます。
ご優待適用除外日：
2020年6/27、7/26-8/27、9/19-9/22、
10/10-10/12、11/21、11/22、12/6、12/13、
12/28-2021年1/3、2/20-2/23、3/20、3/21

スタンダードツイン
（2～3名1室） 朝食 ￥15,000

熱海・大月ホテル 和風館
TEL. 0557-81-6111

和室 （2～5名１室）
※新月会席会場食 朝夕食 ￥26,000

公式ウェブサイトでの
通常プランより10%引き

別途、入湯税￥150をいただきます。
ご優待適用除外日：
2020年6/27、7/26-8/27、9/19-9/22、
10/10-10/12、11/21、11/22、12/6、12/13、
12/28-2021年1/3、2/20-2/23、3/20、3/21和室 （2～5名１室） なし ¥18,000

※上記料金の有効期限は、2020年9月30日（水）までです。2020年10月1日（木）以降の優待料金につきましては、料金確定後にグループサイト（投資家情報）にてご案内いたします。
　一部、適用除外日がある施設もございます。詳細は各施設へお問い合わせください。
※上記料金は、お一人さまあたりの消費税・サービス料込みの利用料金です。
※旅行業者を通してのご予約はお取り扱いできません。 ※(1名1室)の表記がない施設における1名さまでのご利用は、優待の対象外となります。
※株主優待対象客室が完売の場合は、優待価格でのご予約を承ることができません。
※一部設定日においては優待料金よりも市販のキャンペーン料金が安く販売されることがございます。

03-3435-3000（代表）
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