育良不動産株式会社 モーターホームレンタル事業部 会員の会【stay
会員の会 stay dream】
dream
へご入会をして頂きます。
をして頂きます。
【stay

dream】の会員様のみ当社のモーターホームレンタルをご利用い頂けます。
dream】

【stay dream】への
dream
のご入会方法
方法（入会費・年会費等は
・年会費等は、ありません）
ありません）
1 当社の【キャンピングカーレンタカーご利用案内・モーターホームレンタルご利用
【キャンピングカーレンタカーご利用案内・モーターホームレンタルご利用
案内及び、レンタカー貸渡約款】を必ずご確認して頂き、ご同意・承諾して頂く。
2 当社現会員様からのご紹介（お客様ご紹介カードを使用）
当社現会員様からのご紹介（お客様ご紹介カードを使用）と当社の入会審査
（お客様ご紹介カードを使用）と当社の入会審査
；当社の提携業者様である有限会社 L.T キャンパーズ様（長野県諏訪市）
キャンパーズ様（長野県諏訪市）からの
からの
ご紹介の
ご紹介のお客様は
当社の入会審査のみとなります
3

当社が前項の入会審査の
当社が前項の
入会審査の承認を行った場合に発行する会員カードをもって会員証
承認を行った場合に発行する会員カードをもって会員証
とする。
（以下【会員】という。）

（貸出
貸出）

（返却
返却）

モーターホームレン

当社の確認後、

貸渡当日・

燃料満タン

タル予約申込書に必

1 週間以内に

貸渡書類に

にてご返却

要事項を記入し、

予約金（貸渡基

署名記入・

延長料金等

FAX
FAX・若しくは
若しくはメー

本料金全額）を

車両取扱説

があればご

ルにてご予約
ルにてご予約。当社

当社振込口座

明・出発。
明・

精算・車両
・車両

より確認の連絡をい

へご入金 して

貸出レンタ

確認

たします。
（貸渡基本

頂きます

ル備品等が
ル備品

料金全額のご入金が

（ご入金が確

あれば現金

確認されるまでは
確認されるまでは、

認でき次第、

精算

仮予約）

本予約）

・ご予約は
・ご予約はモーターホームレンタル予約申込書に必要事項を記入の上
モーターホームレンタル予約申込書に必要事項を記入の上 FAX をお送りくださ
い。当社よりご連絡をさせて頂きます。
また、
また、当社ホームページのお問い合わせフォームからの
当社ホームページのお問い合わせフォームからの
当社ホームページのお問い合わせフォームからのメール
メールでも予約を受け付けてお
でも予約を受け付けてお
ります。必要事項をご記入の上、お問い合わせ内容の欄に【モーターホームレンタル予
約希望】と
約希望】と記入して頂き【ご予約希望日】を
記入して頂き【ご予約希望日】を
記入して頂き【ご予約希望日】を記入の上メールを送ってください。当社よ
記入の上メールを送ってください。当社よ
りご連絡をさせて頂きます。
・ご予約は、貸渡日（出発日）90
・ご予約は、貸渡日（出発日）
日前より受け付けております。
・なお､
なお､キャンピングカーの貸渡は、
キャンピングカーの貸渡は、キャンピングカーレンタカーご利用案内及び、
キャンピングカーの貸渡は、キャンピングカーレンタカーご利用案内及び、
レンタカー貸渡
レンタカー貸渡約款にご同意の上での貸渡になります
約款にご同意の上での貸渡になります
約款にご同意の上での貸渡になりますので、ご予約の際は、当サイトの
ので、ご予約の際は、当サイトの
キャンピングカーレンタカーご利用案内
キャンピングカーレンタカーご利用案内及び、レンタカー貸渡約款についてご確認いた
レンタカー貸渡約款についてご確認いた
だけますようお願いいたします。
・借受人又は運転者の条件
借受人又は運転者の条件は、年齢が 26 歳以上でかつ普通自動車
借受人又は運転者の条件は、
歳以上で
自動車運転免許取得後から
運転免許取得後から 3
年目
年目（グ リ ー ン 免 許 ） 以降の方で車両総重量
以降の方で車両総重量 3.5ｔ以上を運転可能な免許の種類をお持
3.5ｔ以上を運転可能な免許の種類をお持
ちの方で
ちの方で、日本国籍の方とします。
、日本国籍の方とします。
（詳しくは予約申込時に
（詳しくは予約申込時にご確認
ご確認ください。
ください。
）
・不明な点はご予約時にご確認ください。
・ご予約
予約についての
についての、レンタカーの借受条件（貸渡条件）は、当社が
、レンタカーの借受条件（貸渡条件）は、当社が認識した借受条件（貸
、レンタカーの借受条件（貸渡条件）は、当社が認識した借受条件（貸
渡条件）が優先するものとする。当社と借受人の間に行き違いがあった場合、当社は一
切の責任を負わないものとする。

・仮予約確認後、
予約確認後、１週間以内に予約金として
予約確認後、１週間以内に
として貸渡基本料金
貸渡基本料金（税込）
（税込）の 100
100％を当社指定の
当社指定の
金融機関口座へお振込み
金融機関口座へお振込み（
（お振込先をメールにてご案内いたします。
お振込先をメールにてご案内いたします。手数料はお客様負
お振込先をメールにてご案内いたします。手数料はお客様負
担にてお願いします。）
）又は
又は「現金」にて
「現金」にて直接お支払いください。
直接お支払いください。（予約金は貸渡基本料
金となります。
となります。）
・1 週間を過ぎて
週間を過ぎてもご入金が確認できない場合は、
入金が確認できない場合は、
入金が確認できない場合は、仮予約は自動キャンセル
自動キャンセル
自動キャンセル（取消）となり
となり
ます。
・予約金が入金されるまでは【仮予約】となります
予約金が入金されるまでは【仮予約】となります
・お振込み
お振込み（ご入金）
（ご入金）が確認でき次第【本予約】となります。
が確認でき次第【本予約】となります。
・貸出レンタル備品
貸出レンタル備品 その他の料金は貸渡時に現金にてお支払いください。
貸出レンタル備品等その他
貸渡時に現金にてお支払いください。
・【本予約】となった場合は、貸渡予約日の７日
【本予約】となった場合は、貸渡予約日の７日前にお電話にて貸渡の最終確認をさせてい
前にお電話にて貸渡の最終確認をさせてい
ただきます。

・当社は、
当社は、万一お客様が
万一お客様がご予約いただいた車両が、
ご予約いただいた車両が、
ご予約いただいた車両が、当社の責に帰すべき事由によらない天
当社の責に帰すべき事由によらない天
災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他のお客様（借受人）若しくは
災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他のお客様（借受人）若しくは直前にご利用の
直前にご利用の
お客様
お客様（借受人）
（借受人）による事故・故障
による事故・故障、返還の遅延
、返還の遅延、固定電話・携帯電話・インターネッ
、返還の遅延、固定電話・携帯電話・インターネッ
ト接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供され
るシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、お客様（借受人）に対し
て予約されたレンタカーを貸渡すことが出来ない場合又は貸渡すことが適切ではないと
て予約されたレンタカーを貸渡すことが出来ない場合又は貸渡すことが適切ではないと
当社において判断した場合、お客様（借受人）に対して当社が定めた方法に従い速やか
に通知する
に通知する。アドリア・マトリックスという特殊な輸入車のキャンピングカーという特
アドリア・マトリックスという特殊な輸入車のキャンピングカーという特
性上、代替えのお車をご用意することが出来ませんので事前に御了承の上お申し込み下
さい。
さい。この場合において、当該予約は解除されたものとみなします。予約が解除された
この場合において、当該予約は解除されたものとみなします。予約が解除された
場合
場合、当社は、受領済みの予約申込金（
、当社は、受領済みの予約申込金（
、当社は、受領済みの予約申込金（貸渡基本料金全額
貸渡基本料金全額）をお客様（借受人）に返還
）をお客様（借受人）に返還
するものとする。この場合、予約の解除によりお客様（借受人）に生ずる損害について、
当社は、損害賠償請求、違約金の請求等、全ての責任を負わないものとする。

・ ご 予 約 の 取 り 消 し（ キ ャ ン セ ル ）を 行 う 場 合 は 必 ず お 電 話 に て ご 連 絡 を お
願 い 致 し ま す 。な お ご 予 約 を 取 り 消 さ れ る 場 合 は 下 記 の キ ャ ン セ ル 料 を 申
し 受 け ま す 。 な お 、 当社都合により車両がご利用できなかった場合はこの限りでは
ありません。

・本予約後
本予約後から貸渡
から貸渡予約日の
予約日の３１日前までの
前までの営業時間内
営業時間内・・・・・・
・・・・・・貸渡基本料金 の 10％
・貸渡
貸渡予約日の３０日
予約日の３０日前から
前から 8 日前の営業時間内
の営業時間内・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・ 貸渡基本料金 の 30％
・貸渡
貸渡予約日の７日か
予約日の７日から 2 日前の営業時聞内
日前の営業時聞内・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・貸渡基本料金 の 50％
・貸渡
貸渡予約日の前日の営業時間内
予約日の前日の営業時間内・・・・・・
予約日の前日の営業時間内・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
貸渡基本料金 の 100％
100
・貸渡
貸渡予約日の当日及び借受予約日を過ぎた場合
予約日の当日及び借受予約日を過ぎた場合
予約日の当日及び借受予約日を過ぎた場合・・・・
・・・・・・
・・・・貸渡基本料金 の 100％
100
＊18
18 時以降のキャンセルは，翌日のキャンセル
時以降のキャンセルは，翌日のキャンセル扱いとなります。
扱いとなります。
＊ご予約金よりキャンセル料と振込手数料を差し引いた残金をお客様ご指定の口座へお振
ご予約金よりキャンセル料と振込手数料を差し引いた残金をお客様ご指定の口座へお振
込みいたします。

・当社のキャンピングカー【アドリア マトリックス スプリーム 670SL】
670SL は
非常に高額な輸入モーターホーム（キャン
非常に高額な輸入モーターホーム（キャンピングカー）です。
ピングカー）です。内装設備も輸入製品が多
ピングカー）です。内装設備も輸入製品が多
く高額な部品ですので
く高額な部品ですので取り扱いは
取り扱いは丁寧に
丁寧にお願い致します。特にお子様・ペット等の行動
お願い致します。特にお子様・ペット等の行動
には注意して頂き内装設備などを破損しないようにご利用ください。傷・汚損・破損・
故障等があった場合は実費をご請求させていただきます。
・貸出、返却は、当社営業時間内のみとなります。
（営業時間
申し訳ございませんがご確認ください
確認ください）
営業時間 A.M10:00～PM6
A.M10:00 PM6：00 休業日不定 申し訳ございませんが
・事 前 の 連 絡 が 無 く 、貸 出 の 時 間 か ら 30 分 を 超 え て も お 越 し い た だ け な い 場 合
は 自 動 キ ャ ン セ ル と な り 貸渡予約日の当日の場合
貸渡予約日の当日の場合の【予約取消料（キャンセル料金）
】
は、貸渡基本料金の 100％なので受領済の
100 なので受領済の貸渡基本料金は全てお客様に返金されませ
ん。
ん。ご注意ください。
ご注意ください。
・貸出の際、
・貸出の際、運転
運転免許証のご提示
免許証のご提示と、運転
と、運転免許証以外に本人確認できる書類の提示（住民
以外に本人確認できる書類の提示（住民
票（発行 2 ヶ月以内）・公共料金の領収書
・公共料金の領収書（発行
（発行 2 ヶ月以内）・健康保険証など）を
・健康保険証など）をお願
いします。
（控えをとらせて頂きます）
・当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携
帯電話番号等の提供を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとする。
・貸出時に
・貸出時に貸渡説明、貸渡約款説明、
説明、貸渡約款説明、貸渡契約書
説明、貸渡約款説明、貸渡契約書（貸渡証）
（貸渡証）を作成いたします。
を作成いたします。
（キャンピングカーですので
（キャンピングカーですので説明箇所
説明箇所が多くあります。
が多くあります。ご不明な点がありま
ご不明な点がありま
したらお気軽にスタッフまでお申し出ください。）
・ボディのキズ･凹みの有無､車内の状態のチェックなどを当社スタッフとー緒にご確認く
ださい。
（貸渡時に既にある傷等は写真にて確認します。）
・お申し込みいただいた貸出レンタル備品をお渡しします。
・お申し込みいただいた貸出レンタル備品をお渡しします。(お申し込みのお客様のみ
お申し込みのお客様のみ
お申し込みのお客様のみ)

1 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は貸渡契約を締結することがで
きないものとする。
① 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたに
もかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
② 借受人及び運転者他が、酒気を帯びているときや、麻薬、覚醒剤、シンナー
借受人及び運転者他が、酒気を帯びているときや、麻薬、覚醒剤、シンナー
酒気を帯びているときや、麻薬、覚醒剤、シンナー、違
法ドラック等による中毒症状等と当社が判断したとき。
③ 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属
している者であると認められるとき。
④ 運転に際して、てんかん等の障害、持病がある場合。
⑤ チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、
チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず 6 才未満の幼児を同
乗させるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を
拒絶することが出来る。
① 当社が別途定める貸渡条件を満たしていないときや、その他当社において貸渡し
が適当ではないと認めたとき。
② その他約款に違反する可能性や行為があったとき。
③ 過去の貸渡において、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
④ 過去の貸渡において、約款又は保険約款違反
過去の貸渡において、約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかっ
により自動車保険が適用されなかっ
た事実があったとき。
⑤ 予約に際して借受人が指定した運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
⑥ 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、
若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは暴言を用い
たとき。
⑦ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を
妨害したとき。
⑧ 当社が別に明示する条件を満たしていないとき、その他当社が適当でないと認め
当社が別に明示する条件を満たしていないとき、その他当社が適当でないと認め
たとき。
3

前 2 項の場合において、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人
の都合による
の都合による予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人は、予約取消手数
予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人は、予約取消手数
料（キャンセル料）を当社に支払うものとする。

・借受人及び運転者は、当社のレンタカーに全地球測位システム（以下 GPS
機能という。）が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置
）が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置が確
認できる事
認できる事、及び当社が当
、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用すること
、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用すること
を異議無く承認するものとする。
① 法令や政府機関、警察
法令や政府機関、警察等により開示が要求された場合。
等により開示が要求された場合。
② 借受人及び運転者に、よりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受
人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケテイング分析に利用する場合。
③ 借受人及び運転者と連絡が取れなくなり、貸渡約款、第 22 条第 1 項から第 4 項
に該当する場合やその恐れがある場合
に該当する場合やその恐れがある場合又は
又は、第三者による盗難の場合
、第三者による盗難の場合
、第三者による盗難の場合に、現在位
現在位
置、通行経路等の GPS 機能を利用することにより当社が認識する必要があると
置、通行経路等の
判断した場合。

・キャンピングカーは必ず燃料満タンでご返却ください。ご返却前に最寄りのガソリンス
キャンピングカーは必ず燃料満タンでご返却ください。ご返却前に最寄りのガソリンス
タンドで給油してください。給油機のノズルを奥まで差し込み、しっかりと握った状態
タンドで給油してください。給油機のノズルを奥まで差し込み、しっかりと握った状態
で給油を行い、自動的に止まった時点を【燃料満タン】としております。
で給油を行い、自動的に止まった時点を【燃料満タン】としております。レシートをス
レシートをス
タッフにお見せいただきますので、必ず領収書をお持ちください。燃料は軽油です。
タッフにお見せいただきますので、必ず領収書をお持ちください。燃料は軽油です。油
燃料は軽油です。
種間違いの場合は保険や免責の加入に関わらず適用外となり修理代と休車補償全額ご
種間違いの場合は保険や免責の加入に関わらず適用外となり修理代と休車補償全額ご
請求となりますのでくれぐれもご注意下さい。
・無給油でご返却された場合、
無給油でご返却された場合、当社規定の計算方法により燃料代をご請求させて頂きます。
（
（この場合､実際の給油金額より割高となりますので予めご了承下さい。
この場合､実際の給油金額より割高となりますので予めご了承下さい。）
・ご予定のレンタル期間から超過時間があった場合は
ご予定のレンタル期間から超過時間があった場合は
ご予定のレンタル期間から超過時間があった場合は延長料金
料金（超過料金）
（超過料金）のご請求・ご
ご請求・ご
精算
精算させていただきます。
させていただきます。
・返却時間を超過しそうな場合は必ず返却店舗へご連絡ください。
・返却時間を超過しそうな場合は必ず返却店舗へご連絡ください。
・返却時間を過ぎ
・返却時間を過ぎた場合、連絡の
連絡の有無しにかかわらず
しにかかわらず、自動的に延長となります
しにかかわらず、自動的に延長となります
、自動的に延長となります。
（延長
延長料金（超過料金）
（超過料金）をご請求・ご精算させていただきます。
をご請求・ご精算させていただきます。）
・レンタカー貸出中に
レンタカー貸出中にご契約時間を延長される場合
レンタカー貸出中にご契約時間を延長される場合
ご契約時間を延長される場合（１日（24
24 時間）単位）
時間）単位）は､必ず事前
は､必ず事前
に返却店舗へご連絡ください。予約状況により延長できない場合がございます。利用期
に返却店舗へご連絡ください。予約状況により延長できない場合がございます。利用期
間の延長の際には必ず事前にご連絡下さい。
・再延長をされる場合には､ご来店の上ご清算いただいてから改めて貸渡しいたします
再延長をされる場合には､ご来店の上ご清算いただいてから改めて貸渡しいたします
再延長をされる場合には､ご来店の上ご清算いただいてから改めて貸渡しいたします。
・返却時間（
・返却時間（借受期間満丁日（満了時刻）
借受期間満丁日（満了時刻））から起算して
から起算して 30 分以上レンタカーの返還もな
分以上レンタカーの返還もな
く、借受人又は運転者と連絡がつかない場合
く、借受人又は運転者と連絡がつかない場合、当社は
当社は借受人又は運転者によりレンタカ
借受人又は運転者によりレンタカ
ーの盗難があったものとみなします。
ーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するも
この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するも
のとします。レンタカー及び備品の所在を確認するため、
のとします。レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親
借受人又は運転者の家族、親
族、勤務先等の関係者への聞き取り調査
族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報
位置情報システムの作勣等を含む必要な
システムの作勣等を含む必要な
措置を講じるものとします。借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカ
措置を講じるものとします。借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカ
ー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約
款第２７条の定めにより当社に与えた損害（レンタカーの探索及び回収、並びに借受人
又は運転者の探
又は運転者の探索に要した費用を含みます）について賠償する責任を負うものとします。
索に要した費用を含みます）について賠償する責任を負うものとします。
・お客様からのご連絡がなく超過された場合は
お客様からのご連絡がなく超過された場合は
お客様からのご連絡がなく超過された場合は延長料金の他に
延長料金の他に所定の違約料 10 万円（貸渡
約款第 20 条）をいただきますので予めご了承ください。
条）をいただきますので予めご了承ください。
・店舗到着後､当社スタッフがボディのキズの有無､車内内装の汚れの有無をチェツクいた
店舗到着後､当社スタッフがボディのキズの有無､車内内装の汚れの有無をチェツクいた
します。
します。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還
この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還
するものとします。
・返却時に車両を確認の上、車両の修理、清掃等の必要がある場合は別途ご請求させてい
ただきます。
・借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償する
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償する
ものとします。
・レンタカーの返還は､
レンタカーの返還は､当社（長野県飯田市育良町 2 丁目 17 番地 4）に返還するものとし
レンタカーの返還は､当社（長野県飯田市育良町
に返還するものとし
ます。
・借受人又は運転者は、当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタ
借受人又は運転者は、当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタ
カーを返還したときは次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
【返還場所変更違約金＝返還場所の変更によって必要となる回送のため費用×２５０％
返還場所変更違約金＝返還場所の変更によって必要となる回送のため費用×２５０％
返還場所変更違約金＝返還場所の変更によって必要となる回送のため費用×２５０％】
・レンタカーご返却時はお忘れ物の無いようお願い致します。万が一発生した場合下記の
レンタカーご返却時はお忘れ物の無いようお願い致します。万が一発生した場合下記の
通りご対応いたします。
・弊社保管期間は
弊社保管期間は 1 ヶ月間です。
・期間を過ぎてもお引き取りが無い、または相当期間お客様とご連絡が取れない場合は弊
期間を過ぎてもお引き取りが無い、または相当期間お客様とご連絡が取れない場合は弊
社にて処分させていただくことがございます
・お忘れ物による損害等発生の際､その責を負いかねますのでご了承ください。
お忘れ物による損害等発生の際､その責を負いかねますのでご了承ください。

・借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカ
ーを使用し、保管するものとします。
・借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両
借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両
法第４７条の２（日常点検整備）に定める点検をし、必要な整備を実施しなければなら
ないものとします。
・レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第１３条の貸渡証に記載された運転者
レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第１３条の貸渡証に記載された運転者
及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
及び当社が承諾した者以外の者に運転させることを禁止します。
を禁止します。
・法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用することを禁止します。
・飲酒運転を行なうこと
飲酒運転を行なうことを禁止します。
飲酒運転を行なうことを禁止します。
・当社の承諾を得ることなく、写真撮影
・当社の承諾を得ることなく、
撮影、動画撮影
、動画撮影またはイベント等にレンタカーを使用
またはイベント等にレンタカーを使用
することを禁止します。
・当車両は完全禁煙車両となっております。喫煙があった場合にはクリーニング費用とし
て 20,000 円頂きます。喫煙は車外にてお願い致します。
円頂きます。喫煙は車外にてお願い致します。
・車内の居住スペースは完全土足禁止になっております。明らかに下足等で居住スペース
を汚された場合は
を汚された場合はクリーニング費用として
クリーニング費用として 20,000 円頂きます。
頂きます。
・オーニングの使用については周りの状況を踏まえ、他の車両、他人に迷惑の掛からない
状況を確認したうえでご使用ください。また、強雨・強風時は故障の原因になるだけで
なく、重大な怪我にもつながりますので使用しないで下さい。
・オーニングは車輌補償対象外
オーニングは車輌補償対象外ですので破損・毀損・故障などの場合は修理代を全額ご負
オーニングは車輌補償対象外ですので破損・毀損・故障などの場合は修理代を全額ご負
担して頂きますので、丁寧にお使いください。
・レンタカーの近くでの火気の使用は禁止します。
・煙、におい等が車内へ流れ込まないように十分に注意してください。特別な清掃等が発
生した場合はクリーニング費用として 20,000 円頂きます。
・レンタカー内での喫煙、匂いがきつい飲食及び調理、匂いがきつい殺虫剤、芳香剤の使
レンタカー内での喫煙、匂いがきつい飲食及び調理、匂いがきつい殺虫剤、芳香剤の使
用、煙が出る蚊取り線香等の使用を禁止します。
用、煙が出る蚊取り線香等の使用を禁止します。
・座席、
座席、シート、テーブル、ベッド、エアコン、テレビ、冷蔵庫、シャワールーム設備、
シート、テーブル、ベッド、エアコン、テレビ、冷蔵庫、シャワールーム設備、
トイレ設備や内装電気設備等の使用には注意して頂き、傷・汚損・破損・故障等しない
ようにご利用ください。万一、傷・汚損・破
ようにご利用ください。万一、傷・汚損・破損・故障等があった場合は実費をご請求さ
損・故障等があった場合は実費をご請求さ
せていただきます。
せていただきます。特にお子様・ペットによるご利用は十分に注意してください。
特にお子様・ペットによるご利用は十分に注意してください。
・その他特別な清掃等が発生した場合はクリーニング費用として 20,000 円頂きます。
・標準装備以外に必要な装備品はお客様にてご用意お願いいたします。
標準装備以外に必要な装備品はお客様にてご用意お願いいたします。
・車輛の故障や不具合が生じた場合は､ご出発店舗までご連絡ください。
車輛の故障や不具合が生じた場合は､ご出発店舗までご連絡ください。
・砂浜、悪路、河川など車両に悪影響が出る場所への侵入、走行
砂浜、悪路、河川など車両に悪影響が出る場所への侵入、走行を禁止します。
砂浜、悪路、河川など車両に悪影響が出る場所への侵入、走行 を禁止します。
（維持・管理された道路以外での走行）
・荷物に対する補償は一切いたしかねます。
荷物に対する補償は一切いたしかねます。
・故意による事故の禁止
・鍵の紛失・破損の禁止（実費をご負担して頂きます。）
・キーをつけたまま、又は施錠しないでの駐車・車両から離れることの禁止。
・劣悪な使用方法の禁止
・必要時のチャイルドシートの装着不備の禁止
・給油時の燃料種別の間違いの禁止（修理費の全額をご負担して頂きます。
・給油時の燃料種別の間違いの禁止（修理費の全額をご負担して頂きます。）
・違法駐車の禁止
・道路交通法の厳守

・ペット同乗
・ペット同乗料金はご利用基本料金に
料金はご利用基本料金に 10
させて頂きます。
10%加算させて頂きます。
；ペット
；ペットの種類は
の種類は、小型犬
小型犬の種類と、
種類と、
犬（１匹）のみ
のみに限り同乗出来ます。
に限り同乗出来ます。事前に小型犬
に限り同乗出来ます。
大きさがわかる写真を送って下さい。
大きさがわかる写真を送って下さい。当社が了承した場合に限り
了承した場合に限り同乗
了承した場合に限り同乗出来ます。
出来ます。
・乗車可能なペットは
乗車可能なペットは当社の用意する、
乗車可能なペットは当社の用意する
、縦３０cmｘ
ｘ横４８cmｘ高さ２５cm
cm のペット専用
ペット専用
BOX
BOX（首輪を
を固定）に入る
に入る小型犬とします。
とします。ペット専用
ペット専用 BOX は座席に固定します。
・出発前には、
出発前には、シャンプー
シャンプーを心がけ匂いには十分気をつけて下さい。
を心がけ匂いには十分気をつけて下さい。
・小型犬
小型犬を同乗させる場合は必ず備え付けの
を同乗させる場合は必ず備え付けの
を同乗させる場合は必ず備え付けのペット専用
ペット専用 BOX（首輪
（首輪を固定）
固定）に入れて下さ
に入れて下さ
い。
・車内での
・車内での小型犬
小型犬の開放は厳禁
開放は厳禁とし、運転席サイド・
運転席サイド・ベッドサイドへの連れ込みも禁止
運転席サイド・ベッドサイドへの連れ込みも禁止
ベッドサイドへの連れ込みも禁止し
ます。
・万一
・万一小型犬の毛や排泄などが付着（においを含む）
するなど小型犬が原因となる特別な
が原因となる特別な
毛や排泄などが付着（においを含む）
毛や排泄などが付着（においを含む）するなど
清掃等が発生した場合は
清掃等が発生した場合はクリーニング費用として
クリーニング費用として 20,000 円頂きます。
円頂きます。
・著しい臭気・汚損・破損などにより車両の修理が必要となった場合は。
ノン・オペレーションチャージをお支払いただきます。
・車内・社外の
・車内・社外の小型犬
小型犬の排泄物は必ず飼い主様の責任で処理して下さい。
の排泄物は必ず飼い主様の責任で処理して下さい。
・小型犬
小型犬の排泄物
の排泄物はレンタカー内のトイレに処理をしないでください。
レンタカー内のトイレに処理をしないでください。
・小型犬
小型犬は 1 年以内に狂犬病予防注射を受けていただきますようお願いいたします。
・万一
・万一ペット専用
ペット専用 BOX 外で排泄をした場合は必ずその場所
外で排泄をした場合は必ずその場所を返却の際にスタッフにお伝え
返却の際にスタッフにお伝え
下さい。
・ペットによる
・ペットによる座席、
座席、シート、テーブル、ベッド、エアコン、テレビ、冷蔵庫、シャワー
シート、テーブル、ベッド、エアコン、テレビ、冷蔵庫、シャワー
ルーム設備、トイレ設備や内装電気設備等（配線・コード等を含む）に対し、傷・汚損・
破損・故障等が無いようにご利用ください。万一、傷・汚損・破損・故障等があった場
合は実費をご請求させていただきます。
（ノン・オペレーションチャージとは別途のご請
求となります。）

・備品貸出料金は車輌貸渡日当日に現金にてお支払いください。
①チャイルドシート（
①チャイルドシート（1 台のみ） 貸出料金 2,000 円（税込）
税込）
②アウトドア用テーブル（
②アウトドア用テーブル（２
２台）
台）
・チェア（４脚） セット貸出料金
貸出料金 2,000 円（税込）
（税込）
貸出レンタル備品
レンタル備品を破損等された場合の代金（チャイルドシート等・テーブル・チェア等）
レンタル備品を破損等された場合の代金（チャイルドシート等・テーブル・チェア等）
・ 使用不能の場合・・・・・・代替品の購入金額の
使用不能の場合・・・・・・代替品の購入金額の 75％
・ 修理を要する場合・・・・・・・修ﾖ理日数×該当品の１日あたりのレンタル料金×
修理を要する場合・・・・・・・修ﾖ理日数×該当品の１日あたりのレンタル料金×
修ﾖ理日数×該当品の１日あたりのレンタル料金×50％

下記条件にご了承いただければ普通乗用車
下記条件にご了承いただければ普通乗用車 1 台のみ無料でお預かりさせていただきます。
台のみ無料でお預かりさせていただきます。
１ 連続にて５曰間までとし､且つレンタル期間中であること。
２ 万がーお預かり車両及び装備品に不具合
万がーお預かり車両及び装備品に不具合、傷、故障等があった場合、当社では一切の
、傷、故障等があった場合、当社では一切の
責任を負いません。

事故が発生した場合必ずご負担いただきます。
（現金にてお支払頂きます。）
・お客様の過失の有無を問わず、
お客様の過失の有無を問わず、万一車両の利用中に、
お客様の過失の有無を問わず、
車両の利用中に、事故・
車両の利用中に、
・盗難・汚損
汚損・車内外装備の
装備の
損害
損害・シートの焦げ跡
シートの焦げ跡等が発生し､
等が発生し､車両
車両の修理･清掃等が必要
の修理･清掃等が必要となった場合､
の修理･清掃等が必要
場合､その期間中の
その期間中の
営業補償の一部
営業補償の一部として以下の金額を､その
として以下の金額を､その
として以下の金額を､その損傷等の程度や
損傷等の程度や損害、
損害、修理等の所要時間にかか
修理等の所要時間にかか
わりなくご負担いただきます｡車両保険や車両
わりなくご負担いただきます｡ 車両保険や車両修理代
修理代、免責補償制度（
、免責補償制度（CDW
CDW）とは別途
とは別途
負担
負担になりますので､ご注意ください。
になりますので､ご注意ください。
・事故ではない車内外の修理、清掃等が必要な場合
・事故ではない車内外の修理、清掃等が必要な場合・・・・・
・・・・・50,000 円
円／非課税
・借り受けたレンタカーで自走して
借り受けたレンタカーで自走して
返却予定店舗に返還された事故の場合
返却予定店舗に返還された
場合・・・・・・・・・
・・・・・・・・・100,000
100,000 円／非課税
・事故の有無にかかわらず
・事故の有無にかかわらず借り受けたレンタカーで自走できず，
借り受けたレンタカーで自走できず，
返却予定店舗に返還されなかった場合
返却予定店舗に返還されなかった場合・・・・・・・・・
・・・・・・・・・150,000
150,000 円／非課税
・事故、故障などが発生したにもかかわらず、
その場で当社に連絡せずに車両を返却した場合・・・・・
その場で当社に連絡せずに車両を返却した場合・・・・・150,000
150,000 円
円／非課税
・当社貸渡約款違反･保険約款免責事項･警察の事故証明が取得できない場合等は､補償の適
当社貸渡約款違反･保険約款免責事項･警察の事故証明が取得できない場合等は､補償の適
応外となり､お客様のご負担額は増えますのでご注意ください。
※レッカー代実費負担
※走行可能でも
※走行可能でも,店舗に返還されなかった場合
店舗に返還されなかった場合
店舗に返還されなかった場合(路上放置等
路上放置等)は 150,000 円
円ご請求させてい
ご請求させてい
ただきます。

（ノン･オペレーション･チヤージ
ノン･オペレーション･チヤージ(ＮＯＣ
ノン･オペレーション･チヤージ ＮＯＣ)とは別途負担
とは別途負担になりますのでご注意下さい）
になりますのでご注意下さい）
・事故
事故・盗難・汚損
汚損・車内外装備の損害・シートの焦げ跡
・車内外装備の損害・シートの焦げ跡
・車内外装備の損害・シートの焦げ跡等が発生し
等が発生し車両修理の為などの
車両修理の為などの
理由で当該車両による営業が出来なくなった場合のお客様のご負担は、
【1 日につき 20,000 円（税別）
（税別） ×

をご負担いただきま
負担いただきま
当該車両の修理・整備
の修理・整備日数】をご
の修理・整備

す。修理
す。修理・整備日数
・整備日数は、弊社指定工場での作業日数を適用させていただきます。
弊社指定工場での作業日数を適用させていただきます。

・借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運
転を中止し、
転を中止し、発見
発見した時間が当社営業時間内であれば当社
した時間が当社営業時間内であれば当社
した時間が当社営業時間内であれば当社と
と、貸渡しのご契約の際にお
貸渡しのご契約の際にお
渡しするファイルに記載されている損害保険会社の方へご連絡ください。
渡しするファイルに記載されている損害保険会社の方へご連絡ください。発見した時間
した時間
が当社営業時間
が当社営業時間外であれば貸渡しのご契約の際にお渡しするファイルに記載されている
であれば貸渡しのご契約の際にお渡しするファイルに記載されている
損害保険会社の方へご連絡ください。
損害保険会社の方へご連絡ください。その後は当社
当社及び損害保険会社
及び損害保険会社の指示に従うもの
の指示に従うもの
とします。
・借受人はレンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカ
借受人はレンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカ
ーの回送及び修理に要する費用を負担するものとします。また、レンタカーの修理が必
要となった場合、損害の程度や修理期間
要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理
に関係なく修理期間
期間の営業補償
の営業補償及び修理代金
及び修理代金の
全額を
全額を負担するものとします。
負担するものとします。
・タイヤの損傷、パンクやバースト、ホイールキャップの紛失などは保険・補償の対象外
です。お客様（
です。お客様（借受人又は運転者
借受人又は運転者）に損傷タイヤの修理代、又は損傷タイヤの同等品の
）に損傷タイヤの修理代、又は損傷タイヤの同等品の
新品タイヤの購入・装着費用をご負担いただきます。

・借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を
中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるも
のとしま
のとします。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

負傷者の救護（119 番）
負傷者の救護（
）
路上での危険防止 2 次被害の防止
警察への連絡 110 番‥･警察で事故証明を必ず取得してください
直ちに事故の状況等を当社
直ちに事故の状況等を当社、
、警察及び保険会社へ被害状況等を報告し、
警察及び保険会社へ被害状況等を報告し、当社
当社、
警察及び保険会社の指示に従うこと。
警察及び保険会社の指示に従うこと。
相手の確認（住所・氏名・連絡先等）
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除
き、当社の指定する工場で行うこと。
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、
必要な書類などを遅滞なく提出すること。
事故に関し相手方と絶対に
事故に関し相手方と絶対に示談はしない事。相手方にレンタカーである事を
はしない事。相手方にレンタカーである事を
告げる事。

・借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任と費用負担にて事故を処理し、
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任と費用負担にて事故を処理し、
解決するものとします。
・当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に
当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に
当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協
力するものとします。
するものとします。
・警察への届出がない場合は､保険適用が受けれませんので必ず届け出てください。
警察への届出がない場合は､保険適用が受けれませんので必ず届け出てください。
・損害の大小にかかわらず、自損事故の場合でも､
損害の大小にかかわらず、自損事故の場合でも､
損害の大小にかかわらず、自損事故の場合でも､当社、警察と
警察と保険会社
保険会社への事故届けを
への事故届けを
行ってください｡怠りますと保証制度の適用が受けられません。

・借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けた
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けた
ときは、次に定める措置をとるものとします。
（１）直ちに最寄りの警察に通報すること。
（２）直ちに被害状況等を当社及び当社が契約している
（２）直ちに被害状況等を当社
当社が契約している保険会社
当社が契約している保険会社に報告し、当社
に報告し、当社及び
及び当
社が契約している保険会社の指示に従うこと。
社が契約している保険会社
の指示に従うこと。
（３）盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力す
るとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

・借受人又は運転者は、
借受人又は運転者は、 受人又は運転者が
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が
受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に第三者又は当
受けたレンタカーの使用中に第三者又は当
社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
・前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故
障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる
損害については
損害については別に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うも
定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うも
のとします。

・キャンピングカー
・キャンピングカーレンタルに付帯する保険の補償内容についてご案内いたします。
レンタルに付帯する保険の補償内容についてご案内いたします。
ご予約の際は､安心してご出発いただけるよう補償内容も十分にご確認くださいませ。万
－、事故やﾄﾗﾌﾞﾙが発生した際は､発生した時間が当社営業時間内であれば当社
－、事故やﾄﾗﾌﾞﾙが発生した際は､発生した時間が当社営業時間内であれば当社と警察及
と警察及
び貸渡しのご契約の際にお渡しするファイルに記載されている損害保険会社の方へご連
貸渡しのご契約の際にお渡しするファイルに記載されている損害保険会社の方へご連
絡ください。発生した時間が当社営業時間
絡ください。発生した時間が当社営業時間外であれば
であれば警察、及び
警察、及び貸渡しのご契約の際に
貸渡しのご契約の際に
お渡しするファイルに記載されている損害保険会社の方へご連絡ください。なお､車両の
内装や装備品については保険の対象外となりますのでご注意ください。
内装や装備品については保険の対象外となりますのでご注意ください。レンタカーの内
レンタカーの内
装及び装備品を損傷させた場合の修理費用はお客様に実費にてご負担いただきます。

・借受人又は運転者が賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保
受人又は運転者が賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保
険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われま
す。
（１）対人補償１名につき無制限（自動車損害賠償責任保険による金額を含みま
（１）対人補償１名につき無制限（自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。
。）
（２）対物補償１事故につき無制限（免責
（２）対物補償１事故につき無制限（免責無）
（３）車両補償１事故につき時価額（免責金額
（３）車両補償１事故につき時価額（免責金額 5 万円）
（４）搭乗者補償１名につき 5000 万円
万円（人身傷害保険・レンタカー搭乗中のみ）
（人身傷害保険・レンタカー搭乗中のみ）
・上記補償制度は、当社貸渡約款違反･保険約款免責事項･警察の事故証明が取得できない
上記補償制度は、当社貸渡約款違反･保険約款免責事項･警察の事故証明が取得できない
場合等は補償の適応外となります。
・保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、保険金又は補償金は支払われま
せん。
・保険金又は補償金が支払われない損害及び支払われる保険金額または補償金を超える損
保険金又は補償金が支払われない損害及び支払われる保険金額または補償金を超える損
害については、借受人又は運転者の負担とします。
・当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払つたときは、借受人又は運転者は、
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払つたときは、借受人又は運転者は、
直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
・損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当は、貸渡基本料金
損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当は、貸渡基本料金
に含みます
に含みます。
・当社レンタカーは
・当社レンタカーは車両が 1 台のため､万がーの事故や故障によりご予約された車両を提供
できないケースも想定されますが､この場合の損害賠償などは一切求償できないものと
します。また装備品の故障などもこれに準じます。
・レンタカー
・レンタカー車両の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については､補償の適応外となり
車両の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については､補償の適応外となり
ます。
（車両保険・補償対象外）
・レンタカー
レンタカー車両
車両の内装及び装備品を損傷させた場合の修理費用はお客様に実費にてご負
の内装及び装備品を損傷させた場合の修理費用はお客様に実費にてご負
担いただきます。
（車両保険・補償対象外）
・荷物に対する補償は一切いたしかねます。
荷物に対する補償は一切いたしかねます。
・お客様（
・お客様（借受人又は運転者
借受人又は運転者）が相手方と示談を成立させた場合は一切の保険及び補償制
借受人又は運転者）が相手方と示談を成立させた場合は一切の保険及び補償制
度を適用できません。お客様（借受人又は運転者
度を適用できません。お客様（借受人又は運転者）ご自身の実費負担となります。
借受人又は運転者）ご自身の実費負担となります。
・タイヤの損傷、パンクやバースト、ホイールキャップの紛失などは保険・補償の対象外
です。お客様（
です。お客様（借受人又は運転者
借受人又は運転者）に損傷タイヤの修理代、又は損傷タイヤの同等品の
）に損傷タイヤの修理代、又は損傷タイヤの同等品の
新品タイヤの購入・装着費用をご負担いただきます。

万 一 事 故 の 際 に お 客 様 に ご 負 担 い た だ く 車 両 保 険・補
険・補 償 の 免 責 額（ 50,000 円 ）
のお支払いが免除される制度です。
＊【シートベルト着用】を条件とします。
加入料 5,000 円（税込）／
円（税 ）／（車両 1 台につき 24 時間（1 曰））
※貸渡期間途中の加入・解約はできません。
貸渡期間途中の加入・解約はできません。
※半日の貸出しでも
半日の貸出しでも 1 日分の料金がかかります。
※キャンピングカーの修繕費は高額のため､加入をお薦めいたします。
※車両の内装･装備品の損傷及び､室内の著しい汚損等につきましては適応外となります。
（車両の内装･装備品
車両の内装･装備品は車両保険・補償の適用外）
車両の内装･装備品は車両保険・補償の適用外）
※下記の保険適応外となる例に当てはまる場合にはサービスの加入に関わらず､事故に掛
かる費用は全額お客様ご負担となります。

以下の例
以下の例等に当てはまる
当てはまる損害、補償の
損害、補償の場合､全額お客様のご負担と
場合､全額お客様のご負担となります。
場合､全額お客様のご負担となります。
・事故の際､警察への届け出がなく事故証明をもらえなかった場合
事故の際､警察への届け出がなく事故証明をもらえなかった場合
・事故時に警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合
・無免許者による事故
無免許者による事故
・飲酒及び
飲酒及び酒気帯び運転による事故
酒気帯び運転による事故
・薬物使用による運転
・貸渡証記載の運転者以外の運転
・又貸し
又貸しによる
による運転
・迷惑（違法）駐車に起因した損害
・他車のけん引・後押しに使用した場合
・借受期間を無断遅滞
借受期間を無断遅滞（無断延長）のうえ使用した場合
借受期間を無断遅滞（無断延長）
のうえ使用した場合
・当事者同士にて無断で示談を行った場合
当事者同士にて無断で示談を行った場合
・その他､貸渡し約款に掲げる事項に違反があった場合
その他､貸渡し約款に掲げる事項に違反があった場合
・故意による事故
・鍵の紛失・破損
・鍵の紛失・破損（車両保険・補償対象外）
（車両保険・補償対象外）
・キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
・使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷やゆがみ、腐食の補修費
・車内装備の汚損・損傷
・車内装備の汚損・損傷（車両保険・補償対象外）
（車両保険・補償対象外）
・装備品の紛失・破損
装備品の紛失・破損（車両保険・補償対象外）
装備品の紛失・破損（車両保険・補償対象外）
・チャイルドシートの取付及び、装着不備による損害
・海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の
・海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害
損害
（維持・管理された道路以外での事故）
・給油時の燃料種別の間違いにより生じた修理費
・給油時の燃料種別の間違いにより生じた修理費（車両保険・補償対象外）
（車両保険・補償対象外）
・タイヤの損傷、パンクやバースト、ホイールキャップの紛失などは保険・補償の対象
外です。お客様（
外です。お客様（借受人又は運転者
借受人又は運転者
借受人又は運転者）に損傷タイヤの修理代、又は損傷タイヤの同等
）に損傷タイヤの修理代、又は損傷タイヤの同等
品の新品タイヤの購入・装着費用をご負担いただきます。

・普通車に比べ車体が大きく､車高のあるキャンピングカーは、｢ちよつとだけ｣という安易
普通車に比べ車体が大きく､車高のあるキャンピングカーは、｢ちよつとだけ｣という安易
な気持ちから路上に駐車しがちです。違法駐車は事故や渋滞の原因にもなります。違法
駐車は絶対にやめましょう。
駐車は絶対にやめましょう
・違反点数
違反点数:2～3
3 点、反則金(普通車
点、反則金
10,000
10,000～18,000
18,000 円)違法駐車の取り締まりが厳し
違法駐車の取り締まりが厳し
くなりました。
・数分の間でも放置車両の確認標章が貼られます
数分の間でも放置車両の確認標章が貼られます
・民間の業者が確認標章貼付を請け負います。
民間の業者が確認標章貼付を請け負います。
・すこしの間でも､必ず駐車場に停めましょう
すこしの間でも､必ず駐車場に停めましょう
すこしの間でも､必ず駐車場に停めましょう。
・借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたと
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたと
きは、
きは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに
受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに
自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き
取りなどの諸費用を負担（以下「違反処理」という）するものとします。
・当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、
当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に
当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、 受人又は運転者に
連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受
期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出
期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指
頭して違反を処理するよう指
示するものとし、
示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカ
受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカ
ーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引
き取る場合があります。
・当社は前項の指示を
当社は前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は
当社は前項の指示を行った
後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は
納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるま
で借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は
運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として
運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の
法律上の
措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書（以下「自認書」といいます。）に自ら署
名するよう求め、
名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
受人又は運転者はこれに従うものとします。
・当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む
当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む
資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のため
の必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第５１条の４第６項に定める
弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的
措置をとることができるものとし、借受人又は運転
措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
者はこれに同意するものとします。
・当社が道路交通法第５１条の４第１項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付
当社が道路交通法第５１条の４第１項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付
した場合又は
した場合又は借
借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引
受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引
き取り等に要した費用を負担した場合には、
き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げ
当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げ
る金額（以下「
る金額（以下「駐車違反関係費用」といいます。
駐車違反関係費用」といいます。）を請求するものとします。この場合、
借受人又は運転者は、当社の指定する期曰までに駐車違反関係費用を支払うものとしま
す。
（１）放置違反金相当額
（２）当社が別に定める駐車違反違約金
（３）探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

・借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該
受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該
受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又
受人又
は運転者が違反を処理すべき旨の当社の指示又は自認書に署名すべき旨の当社の求めに
応じないときは、当社は放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受
人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金（次項において「駐車違反金」と
いいます。）を申し受けることができるものとします。

・借受人又は運転者が、当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は
運転者が後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により
放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既
に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返
還するものとします。当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
・レンタカーご返却までに違反処理をしていただけなかった場合は､当社が定める駐車違反
違約金 30,000 円をご負担いただきます。
尚､違反処理も､駐車違反金もご対応いただけない場合は､警察へ届出をさせていただく
とともに今後のレンタカー貸渡をお断りいたしますのでご了承ください。

