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第 1章 総  則

第1条 (約飲のね側)当社は、この約駄の定めるところにより、貸渡自動車似下「レンタカー」というと,

を借受人 (運転者を含む。以下同じ。)に資し渡すものとし、仕受人tと これを借り受けるものとします。
なお、この約硫に定0のない事項については、法●Xは一般の留慣によるものとします。オお、この
約款に定めのない事項については、法令又は一般の慎習によるものとします。

2 当社は、この約歓の超旨、法令及び―般の慣習に反しない範囲で時約に応ずることがありすす。特
約した場合には、その帯約が優先するものとします。

.J       第 2章 貸渡契約
第2条 (予約)偕受人は、レンタカーを借りるに当たつて、あらかしゆHl鶴、開始同時、借受場所、借
受期間、返逮瑞所、運転看その他の借受森昨を明示して予約することができるものとし、当社は保有
するレンタカ中の

“

田内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約に、】じに定やる予釣申工金を支払って行うものとします。
3 甜頂により予約した情受開始時岡を】時間以 卜笛輻 してもレンタカー寅整輿約 (以下「舞関卿旬」
という。)の締結に着手じなかつたときは、予約は3xり 消されたものとみなし

=す
。

4 第1頂の借受条件を蛮更する場合には、あらかじわ当社の澪構を受けなければならないものとします。
第a条 (費滅輿的の締確)当社は、貸し震しできるレンタカーがない場合又は僧受人が第9条各号に敏
当する場合を除き、借受人の申し込みによリ

ー
を締結し言す。

2 貸濃契約の申込みIよ、前条第二項に定める僧受条件t明示して行うものとし
=す

。
3 当社は、営濃契約を締結したときは、日Uに定いる貸綾料金t申 し受けます。
第4条 (貸渡契的の成立等)貸濃契掏は、当社が貸渡料金を受領し、憎受人にレンタカーを引き滋した

ときに成立するものとしますとこの場合に1よ、予約申込虚遣貸漉料金の一部に充当さ■るものとします。
2 当社は、事故、盗盈その他当社ρ資によらない事由により予約された草私のレンタカーを貸し渡す
ことができない場合には、予約と異4・ る車種のレンタカー (以 下「代替レンタカー」という。)を分
し渡すことができるものとします。

3 誌瞑により貸し旗す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の祭滋料金より高くなるときは、
予約した車種の貸し滋し料金によるものとし、予約された率種の貸波料金よりIEく なるときは、当散
代讐レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 僧受人は、第2項による代替レンタカーの貸し淡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことがで

きるものとします。
第5条

`貸

滅翼約の解p当 社は、借受人が貸滋翔間中に次の各号の■に麟当したときは、何らかの通

響留 弊 ξ彦銹 た窟r翻 1蔓群[基離 謡 財 評 露 fざ 督 1き
るもの

(1,こ の約款に違反したとき。
(21借受人の責に猾する事由により交通事故を起こしたとき。
(3'第 9条各号に蹴当することとなったとき。

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き産される前の  により使用不確になった場合にIナ 、第22条
第3項 による処置をうけたときを除き、jI滋契れを解除することができるものとします。
第G条 (不可抗力事由による賞渡契約の中お終了)レ ンタカーの質し渡し用間中において来災その他の
コヽHJ抗力の事由により、レンタカーカ壇月不能となった娼合には、費渡契約は終了するものとします。

2 借受人Iよ 前頑に該当することとなったと111、 その旨を当社 1こ選格するものとします。
第 7条 (中途A4Lt)僧受人Iよ 、借受朋岡中であっても、当社の同意を得て負筐契約を用的することがで

きるもつとします。この場合に1よ、倍受人は、常節余の中進輝範手数料を支払うもとし富す。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障めため賞逮期間中に返通したときは、館
渡契約を解約したものとします。           i
3 前票によリレンタカーを遇置したときは、当社は第4条により受領した貸激掛壺を返納 しないもの
とします。

第8条 (借竪条件の空更)策雄翼約の成立した後、市3第鮮2釈の情受条件t変更しようとするときは、
あらかじわ曽社の奉府t受けなければならないものとします。

第 6章 自動車事故の処置等
第知条 (事散処剛 借受人tよ 、レンタカーの借授螂岡中に、当臓レンタカーに係る事故が発生したときIよ 、

事故の大小にかかわらず法命の処置をとるとともに、人に定0る とこう1こ より処理するものとします。

10直ちに事故の状況苺と当社に報告すること。
t21当 館事故に関し、当社魔rJt当 社が箕約している保険会社が必要とする暮報又はHE拠 となるもの

と遅滞4く 発出すること。
(31曽歯事競に関し、第二若ヒ潤費Xは鶴定をするときは、あらかしわ当社の承講を受けること。

t41レ ンタカーの修理は、時に理由がある増合を織き、当社Xは当社の相定する工場で行うこと。
2 措受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に警ゆるものとし点す。
8 当社は、僧受人のたわ当議レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に

鶴力するものとし

'す
。

第21菓 〔福 償,当社は、レンタカーについて描茂された損害呻 社つたわる相償制度により、

借受人が負担した第二日柔の根各階賞茸任t次の限皮肉に33いててん相するものとします。

(1,対人構償  l名服慶額  籠前限         15,自   諷  l,300万円 (1名 )

t21対駒補償  1事散限度餌  500万 円       16,無保険革  l億円 (1事故〉
131革画稲償  i事故限慶領 時価額 碗責領5万円)

141驚素着鶴償 lttIRAa  l,Ooo万 円 (定員吉x「 )

2 Ы項に定める穂依限皮領を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対入紺慣限震額を超えて借受人の負担すべきHRmを支払ったときは、借受人は、

直ちにその超遇額を当社に弁済するものとします。              ■

4 借受人が、当社のレンタカーを僧受使用している第
=者

とのHで事故を運こした場合は前項第9,.

lSj・
g・ に定められた構償の道月は受けられません。

指盟条 (散陣等の処置0)僧受人は、借受期間中にレンタカーの異常又はSt障を発見したときは、直ら

に選転を中止し、当社に選捨するとともに、当社のtH示に従うものとします。
2 憎受人は、レンタカーの異常又は散障が倍受人の徹滋えは過失による場合には、レンタカーの引取
り及び修理に要する費用を負担するものとします。

8 倍受人は、レンタカーの資激し前に存した瑕症によりHIB不能となった場合には、当社からの代替
レンタカ中の提供えはこれに導ずる処置を曼けること〕tできるものとします。

4 曽受人は、前頂に定ゆ
`処

工を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる韻客につい

て当社にM求できないものとし
=す

。

第田条 (不可抗力事由による亀責)当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期画内
にレンタカーを返通することができなくなった器合には、これにより生する損害について償受人の責
任を間わないものとし吉す。借受人は,この務合、直ちに当社に連指し、当社あ指示に従うものとし
ます。

2 倍受人t土 、天災その他の不可抗胸の手由により、当社がレンタカいの賛慶し叉は代替レンタカーの
提供とすること

"で
きとくとつた場合には、これによりとじる損害について当社の責任を問わといも

のとし言す。当社は、この場合、直ちに借受人に選構するものとします。

第 7章 取,肖 し、払戻し等
第財条 (予約の取消等)借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消

した娼合又は貸し澄し翼約を術結となかった始合に1ネ 、BUに定めるとこうにより予nRR消手数料を支
払うものとします。この予約取糟手数料の支払いJあ ,た とき、当社は予約申込金を返納するものと
し
=す

。
2 当社Iよ、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の獅合で予約を取り消した持合又世貸渡契約
を常縮しなかった場合には、予約申払壺を返納するほか別にたゆるとこうによりお約盆を支払うもの
とします。

3 第2集aFJntあ ったにもかかわらずnt2嘱以外の導由により費温契約が締結されなかつた鶏合には、
予約は私り消されたものとします。この指合、当社は予約申込壺セ五納するものとします。
4 当社及ぴ借受人は、貸悛契約を常構しなかったことについて、前 8頂に定わる構合を除き、相互に

何らの騎求をしないものとします。
常郎祭 (中逮牌n― 1借受人は、第T条第二項の中造解約とした場合にI士、解約までの朗関に対応

第8条 (僣受条件の塑史)賞観謀駒の成立した後、洋3条♯2項の借受条件を賞更しようとするときは、
あらかしわ当社の承踏を受けなければならないものとします。

2だ
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る僧受条件の変更によって質渡業務に支障ガ生ずるときは、その変更を承諾しな
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第 4章 貸渡料金
第12条 (費渡料盗)当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸波博において地方運輸局陸還支
局長及r/沖縄縦浩専務局腱週翠潜所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及ひ費渡料金を第2条による予約をした後に改定したと
きは、前条第 l項 にかかわらず、手術のときに適用した料金表によるとのとし甘す。

第 5章 責  任
第14条 (定期点検整備)当社は、道路通滋車両法448条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡
すものとします。

第lS集 (日 常点様整備)僧受人は、仕受期間中、借り受けたレンタ″カーについて、毎日aIBする前に
遺路蝠送車両法第W条の2に定ゆる日常点検整備を実施しなけれI=Ⅲ らないものとします。

第lS条 (借受人の管理資任)僧受人は、善良な管理者の注意駐腕 持ってレンタカーを使用し、保管す
るものとします。

2 前項の
― 任は、レンタカーの引き波しを受けたときに始まり、当社に通通したときに終るもの

とします。
第17条 儀 止行為)借受人は、レンタカーの借受剤間中、次の行為をしてはならないものとします。

(I)当 社の承講及び選路運選法に基づく昨可等を受けること■く、レンタカーを自耐車撻選事業又
はこれに類する目的に供用すること。

鬱

黒 追こと:燎
し` 又は他叫 朔 獣 する鞘 社の浦 権を侵針 軒 とをる―切の行

13,レ ンタカーの自動車登無番号穏又は車両番号標を偽造若しくは変遺し、又llレ ンタカーを改選
着しくは改装する等、その原状をおHすること。

141当社の承構を受けることなく、レンタカーを各犠テスト若しくは嬢投に使用し、又は他車の華
引若しくは抑 しに使用すること。

(Sl滋令えは公秩序良得に邁反してレンタカーを使用すること。
(61当社の承諧t受けることなく、レンタカーについて損害保険に力H入すること,

第lB条 (自動車費誠HEの指曹描務等)借受人は、レンタカーの倫受朗間中、第1ユ魚第3項により交付を
受けた自Hb車貸澄EEと協行しなければならないものとします。

2 借受人は、自動車貸縦証 紛々失したとき,と、直ちにその旨を当社に盈知するものとします。
第19条 (賠償責任)借受八1よ、レンタカーを使用して第ヨ着又は当社に損害を与えた場合には、その損
害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の資に帰きILい事由による場合tr.Hき ます。

2_想
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金嘉に明示します。

何らの常窯としないものとしHす。
第四魚 (中造用拍手ItlHD借受人は、第7条第1項の中造輝約をした場合には、解約

=で
の期間に対応す

報需鍋譜積召農期印需辞翼梅李4墾野盗}と推避しから蹴まで朔間にXtaす
る中 ,X80X

需284(R減料金の払い房し)当社は、次の各号に隣当するときは、それぞれを号に定0る ところによ
り情受人から受領した賛溌料金の全部又ll一部を基い置すものとします。
(ll ttS条 第2項により、情受人が質惧契約t獅臓したと0は、受領した貸溌科金の金嶺氏
離 理鶏朧 驚駐強i希、議静館維から、館じ鰤 蜘

lal第 7朱第1項により、倍受人が中迫郷約tしたととは、受領した賛渡料金から、貸温しから中
逸契約により返遺した期間に対応する賃― を逹し引いた歿瓶.

2 前項の払い戻しヽ 当たっては、中迫解約手教科その他受領す末Bも のよあるときは、これと相績す
ることよできるものとします。

第 B章 返  還
第274(レ ンタカーの■開等)借受人は、レンタカーを当社に通通するとき、通常の使用による摩指セ
除き、引浸しを受けたとをに構盟した状題で鑑通するものとします。

2 当社は、レンタカーの返通に当つて、借受人の立食いのうえ、レンタカーのMと 確認するものと
し喜す,

3 借受人は、レンタカーの返還に当つて、当社の立a・いのうえ、レンタカー内に仲受人叉 Iよ 同業者の
遺留品がないことを確隠して遇遇するものとし、当社‖i iE選後の遺留品について責を負bないもの
とし事す。

τ劉縦kと f嘉〔附繋確縮鰯 I卿 離鍮金
又は交X前の制 とと韓 のうち、いずれかにい方の金領t支払うものとします.

3 僧受人は、常8熟♯1項による当社の承語を受けることなく、― 間t郎退した後に選遭したと
きIと、次に定めるとこうにより算出した迪約科を支払うものとし

=す
。

―
‐超過時H跛榔 碑 価X300%

829果 (レン,カーの起H4所
'レ

ンタカーの通電Iよ 、常8条第2頂により明示した揺遺増所にilH
るものとする。ただし、常8条第1項により返還場所を変だした損合には、AXtのIE通特肝AiE通
するものとします。

2 借受人iよ 、前項ただし喜の場合には、iE遺将所の交更によつて必要となる回遺のための費用tatR
するものとします。

堵鯨拙謂貯舟≧鶏 討餓質ち懇親毬協盤鎌縦盪I明とt帯〕
通通場所

―
料・・返還場所の質更によって必要となる回送のたわの費用300%

寧師条 〔レンタカー″遅Hされない将合の処ED当社は、倍受脚 HttTの ときから瑠碑膊と撤
遺しても前条語■病の遇屈綺所にレンタカーの選通とせず、かつ、当社の超活請求に応じといとも、

譜脚 踏と辞瑶溜諸鯉
鉢釉逃呻 tするな職的4a手

篤91条 〔信周情報の置野
=TI用

の合歳,僧受人は、前条に脇当することととったときは,を開的な貴漫
事素に基づく督用情報がt eDAロ ンンタカー協会に7年を越えなし嘲 周登鳳されること、並ザにその
楠標瀬D全國レンタカー協会及ひ蜘田洛術道府県レンタ

"―
協舎とその金員事嘉着に利用されること

に同意するものとします。

隔能祭 (消買税)借受人は、この約駄に基づ

遺当社に対して支弘うものとし喜すと遣当社に対して支払うものとし喜
露田条 tHI損害全〕倍受人 1と 、こ隔ヨ3祭 ∝班領唇金,信受人1と、この的駄に蕩づく金娘債欝の履行を怠つたときは、当社に対し年辛
阻じ%の都合による― 喜金を支Xう ものとします。

簡出条 (邦立約畝の価先璃用)郭文約猟を楽文的数の用儒又は、文章につき日畳がある場合、邦文釣炊
を正式のものとし、これを卿 します。

第

“

条 働 の割則〕当社は、この約歌の案油に当たり、別I=MHUを 定いることDfrき るものとします。
2 当社は、】0に4HHIを 定めたときは、当社の甘業所に指示するとともに、当社― するパンフレッ
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錯電曳 星ゝ亀普 也麓ち本店X4Paを

(階 、則】

,                                                           (ウ にと )

ものとし喜すと

第 9章 雑
たに基づく虫横僚潜

貝U
に際せられる消費税 (地方消A81を含し)を別


