レンタカー貸渡約款

株式会社 大竹モーター

レン タ カ ー貸 渡 約 款
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第 １章

総

則

（約款 の適用 ）
第１条

当社は 、この 約款の 定める ところ によ り、貸渡 自動車 （以下 「レン タカー 」とい い

ます。） を借受 人に貸 し渡す ものと し、借受 人 はこれを 借り受 けるも のとし ます。
なお 、この 約款に 定めのな い事項 につい て は、法令 又は一 般の慣 習による ものと します 。
２

当社 は、こ の約款 の趣旨 、法令 、行政 通達 及び一般 の慣習 に反し ない範 囲で特 約に応 ず
ることが ありま す。特 約した 場合に は、その 特 約が約款 に優先 するも のとし ます。
第 ２章

予

約

（予約 の申込 み）
第２条

借受人 は、レ ンタカ ーを借 りるに あた って、約 款及び 別に定 める料 金表等 に同意 の

うえ、別 に定め る方法 により 、あら かじめ 車種 クラス、 借受開 始日時 、借受 場所、 借受期
間、返還 場所、運転者、チャイ ルドシ ート等 の 付属品の 要否、その他 の借受条 件（以 下「借
受条件」 といい ます。 ）を明 示して 予約の 申 込 みを行う ことが できま す。
２

当社 は、借 受人か ら予約 の申込 みがあ った ときは、 原則と して、 当社の 保有す るレン タ
カーの範 囲内で 予約に 応ずる ものと します 。こ の場合、 借受人 は、当 社が特 に認め る場合
を除き、 別に定 める予 約申込 金を支 払うもの と します。
（予約 の変更 ）

第３条

借受人 は、前 条第１ 項の借 受条件 を変 更しよう とする ときは 、あら かじめ 当社の 承

諾を受け なけれ ばなら ないも のとし ます。
（予約 の取消 し等）
第４条
２

借受人 は、別 に定め る方法 により、 予 約を取り 消すこ とがで きます 。

借受 人が、 借受人 の都合 によ り 、予約 した 借受開始 時刻を １時間 以上経 過して もレン タ
カー貸渡 契約（ 以下「 貸渡契 約」と いいま す。 ）の締結 手続き に着手 しなか ったと きは、
予約が取 り消さ れたも のとし ます。

３

前２ 項の場 合、借 受人は 、別に 定める とこ ろにより 予約取 消手数 料を当 社に支 払うも の
とし、当 社は、 この予 約取消 手数料 の支払 いが あったと きは、 受領済 の予約 申込金 を借受
人に返還 するも のとし ます。

４

当社 の都合 により 、予約が 取り消 された と き、又は 貸渡契 約が締 結されな かった ときは 、
当社は受 領済の 予約申 込金を 返還す るほか 、別 に定める ところ により 違約金 を支 払 うもの
とします 。

５

事故 、盗難 、不返 還、リ コール 、天災 その 他の借受 人若し くは当 社のい ずれの 責にも よ
らない事 由によ り貸渡 契約が 締結さ れなかっ た ときは、予約は取 り消さ れたも のとし ます。
この場合 、当社 は受領 済の予 約申込 金を返還 す るものと します 。
（代替 レンタ カー）

第５条

当社は 、借受 人から 予約の あった 車種 クラスの レンタ カーを 貸し渡 すこと ができ な

いときは 、予約 と異な る車種 クラス のレン タカ ー（以下「代 替レン タカー 」とい います 。）
の貸渡し を申し 入れる ことが できる ものとし ま す。
２

借受 人が前 項の申 入れを 承諾し たとき は、 当社は車 種クラ スを除 き予約 時と同 一の借 受
条件で代 替レン タカー を貸し 渡すも のとし ます 。なお、 代替レ ンタカ ーの貸 渡料金 が予約
された車 種クラ スの貸 渡料金 より高 くなる とき は、予約 した車 種クラ スの貸 渡料金 による
ものとし 、予約 された 車種ク ラスの 貸渡料 金よ り低くな るとき は、当 該代替 レンタ カーの

車種クラ スの貸 渡料金 による ものと します。
３

借受 人は、 第１項 の代替 レンタ カーの 貸渡 しの申入 れを拒 絶し、 予約を 取り消 すこと が
できるも のとし ます。

４

前項 の場合 におい て、第 １項の 貸渡し をす ることが できな い原因 が、当 社の責 に 帰す べ
き事由に よると きには 第４条 第４項 の予約 の取 消しとし て取り 扱い、 当社は 受領済 の予約
申込金を 返還す るほか 、別に 定める ところに よ り違約金 を支払 うもの としま す。

５

第３ 項の場 合にお いて、 第１項 の貸渡 しを すること ができ ない原 因が、 当社の 責に

帰

さない事 由によ るとき には第 ４条第 ５項の 予約 の取消し として 取り扱 い、当 社は受 領済の
予約申込 金を返 還する ものと します 。
（免
第６条

責）
当社及 び借受 人は、 予約が 取り消 され 、又は貸 渡契約 が締結 されな かった ことに つ

いては、第４条 及び第 ５条に定 める場 合を除 き 、相互に 何ら の 請求を しないも のとし ます。
（予約 業務の 代行）
第７条

借受人 は、当 社に代 わって 予約業 務を 取り扱う 旅行代 理店、 提携会 社等（ 以下「 代

行業者」 といい ます。 ）にお いて予 約の申込 み をするこ とがで きます 。
２

代行 業者に 対して 前項の 申込み を行っ た借 受人は、 その代 行業者 に対し てのみ 予約の 変
更又は取 消しを 申し込 むこと ができ るものと し ます。
第 ３章

貸渡し

（貸渡 契約の 締結）
第８条

借受人 は第２ 条第１ 項に定 める借 受条 件を明示 し、当 社はこ の約款 、料金 表等に よ

り貸渡条 件を明 示して 、貸渡 契約を 締結す るも のとしま す。た だし、 貸し渡 すこと ができ
るレンタ カーが ない場 合又は 借受人 若しく は運 転者が第 ９条第 １項若 しくは 第２項 各号の
いずれか に該当 する場 合を除 きます 。
２

貸渡 契約を 締結し た場合 、借受 人は当 社に 第１１条 第１項 に定め る貸渡 料金を 支払う も
のとしま す。

３

当社 は、監 督官庁 の基本 通達（ 注１） に基 づき、貸 渡簿（ 貸渡原 票）及 び第１ ４条第 １
項に規定 する貸 渡証に 運転者 の氏名 、住所 、運 転免許の 種類及 び運転 免許証 （注２ ）の番
号を記載 し、又 は運転 者の運 転免許 証の写 しを 添付する ため、 貸渡契 約の締 結にあ たり、
借受人に 対し、 借受人 の指定 する運 転者（ 以下 「運転者 」とい います 。）の 運転免 許証の
提示を求 め、及 びその 写しの 提出を 求めま す。 この場合 、借受 人は、 自己が 運転者 である
ときは自 己の運 転免許 証を提 示し、 及びそ の写 しを提出 するも のとし 、借受 人と運 転者が
異なると きは運 転者の 運転免 許証を 提示し、 及 びその写 しを提 出する ものと します 。
（注１ ）監督 官庁の 基本通 達とは 、国土 交通 省自動車 交通局 長通達 「レン タカー に関す る
基本通達 」（自 旅第１ ３８号 平成７ 年６月 １３ 日）の２ ．（１ ０）及 び（１ １）の
ことをい います 。
（注２ ）運転 免許証 とは 、 道路交 通法第 ９２ 条に規定 する運 転免許 証のう ち、道 路交通 法
施行規則 第１９ 条別記 様式第 １４の 書式の 運転 免許証を いいま す。ま た、道 路交通
法第１０ ７条の ２に規 定する 国際運 転免許 証又 は外国運 転免許 証は、 運転免 許証に
準じます 。

４

当社 は、貸 渡契約 の締結 にあた り、借 受人 及び運転 者に対 し、運 転免許 証のほ かに本 人
確認がで きる書 類の提 出を求 め、及 び提出さ れ た書類の 写しを とるこ とがあ ります 。

５

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 者と連 絡する ための 携

帯電話番 号等の 告知を 求めま す。
６

当社 は、貸 渡契約 の締結 にあた り、借 受人 に対し、 クレジ ットカ ード若 しくは 現金に よ
る支払い を求め 、又は その他 の支払 方法を指 定 すること があり ます。
（貸渡 契約の 締結の 拒絶）

第９条

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、 貸渡契 約を締 結する こ

とができ ないも のとし ます。
（１）貸 し渡す レンタ カーの 運転に 必要な運 転 免許証の 提示が ないと き。
（２）酒 気を帯 びてい ると認 められ るとき。
（３）麻 薬、覚 せい剤 、シン ナー等 による中 毒 症状等を 呈して いると 認めら れると き。
（４）チ ャイル ドシー トがな いにも かかわら ず ６才未満 の幼児 を同乗 させる とき。
（５）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。
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 拒
絶するこ とがで きるも のとし ます。

（１）予 約に際 して定 めた運 転者と 貸渡契約 締 結時の運 転者と が異な るとき 。
（２）過 去の貸 渡しに おいて 、貸渡 料金の支 払 いを滞納 した事 実があ るとき 。
（３）過 去の貸 渡しに おいて 、第１ ７条各号 に 掲げる行 為があ ったと き。
（４）過 去の貸 渡し（ 他のレ ンタカ ー事業 者に よる貸渡 しを含 みます 。）に おいて 、第２ ３
条第１項 に掲げ る事実 があっ たとき 。
（５）過 去の貸 渡しに おいて 、貸渡 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
った事実 があっ たとき 。
（６）別 に明示 する条 件を満 たして いないと き 。
３

前２ 項の場 合にお いて借 受人と の間に 既に 予約が成 立して いたと きは、 予約の 取消し が
あったも のとし て取り 扱い、 借受人 から予 約取 消手数料 の支払 いを受 けてい たとき は、受
領済の予 約申込 金を借 受人に 返還す るものと し ます。
（貸渡 契約の 成立等 ）

第１０条

貸渡 契約は 、借受 人が当 社に貸 渡料 金を支払 い、 当 社が借 受人に レンタ カーを 引

き渡した ときに 成立す るもの としま す。こ の場 合、受領 済の予 約申込 金は貸 渡料金 の一部
に充当さ れるも のとし ます。
２

前項 の引渡 しは、 第２条 第１項 の借受 開始 日時に、 同項に 明示さ れた借 受場所 で行う も
のとしま す。
（貸渡 料金）

第１１条

貸渡 料金と は、以 下の料 金の合 計金 額をいう ものと し、当 社はそ れぞれ の額又 は

計算根拠 を料金 表に明 示しま す。
（１）基 本料金
（２）特 別装備 料
（３）ワ ンウェ イ料金
（４）燃 料代
（５）配 車引取 料
（６）そ の他の 料金
２

基本 料金は 、レン タカー の貸渡 し時に お い て、当社 が千葉 運輸局 運輸支 局長に 届け出 て
実施して いる料 金によ るもの としま す。

３

第２ 条によ る予約 をした 後に貸 渡料金 を改 定したと きは、 予約時 に通用 した料 金と貸 渡
し時の料 金とを 比較し て低い 方の貸 渡料金に よ るものと します 。
（借受 条件の 変更）

第１２条

借受 人は、 貸渡契 約の締 結後、 第８ 条第１項 の借受 条件を 変更し ようと すると き

は、あら かじめ 当社の 承諾を 受けな ければな ら ないもの としま す。
２

当社 は、前 項によ る借受 条件の 変更に よっ て貸渡業 務に支 障が生 ずると きは、 その変 更
を承諾し ないこ とがあ ります 。
（点検 整備及 び確認 ）

第１３条

当社 は、道 路運送 車両法 第４８ 条〔 定期点検 整備〕 に定め る点検 をし、 必要な 整

備を実施 したレ ンタカ ーを貸 し渡す ものとし ま す。
２

当社 は、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
を実施す るもの としま す。

３

借受 人又は 運転者 は、前 ２項の 点検整 備が 実施され ている こと並 びに別 に定め る点検 表
に基づく 車体外 観及び 付属品 の検査 によっ てレ ンタカー に整備 不良が ないこ とその 他レン
タカーが 借受条 件を満 たして いるこ とを確認 す るものと します 。

４

当社 は、前 項の確 認によ ってレ ンタ カ ーに 整備不良 が発見 された 場合に は、直 ちに必 要
な整備等 を実施 するも のとし ます。
（貸渡 証の交 付、携 帯等）

第１４条

当社 は、レ ンタカ ーを引 き渡し たと きは、地 方運輸 局運輸 支局長 が定め た事項 を

記載した 所定の 貸渡証 を借受 人又は 運転者に 交 付するも のとし ます。
２

借受 人又は 運転者 は、レ ンタカ ーの使 用中 、前項に より交 付を受 けた貸 渡証を 携帯し な
ければな らない ものと します 。

３

借受 人又は 運転者 は、貸 渡証を 紛失し たと きは、直 ちにそ の旨を 当社に 通知す るもの と
します。

４

借受 人又は 運転者 は、レ ンタカ ーを返 還す る場合に は 、同 時に貸 渡証を 当社に 返還す る
ものとし ます。
第 ４章

使

用

（管理 責任）
第１５条

借受 人又は 運転者 は、レ ンタカ ーの 引渡しを 受けて から当 社に返 還する までの 間

（以下「 使用中 」と いいま す。）、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 。
（日常 点検整 備）
第１６条

借受 人又は 運転者 は、使 用中に 、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 。

（禁止行 為）
第１７条

借受 人叉は 運転者 は、使 用中に次 の 行為をし てはな らない ものと します 。

（１）当 社の承 諾及び 道路運 送法に 基づく 許可 等を受け ること なくレ ンタカ ーを自 動車運 送
事業又は これに 類する 目的に 使用す ること。
（２）レ ンタカ ーを所 定の用 途以外 に使用 し又 は第８条 第３項 の貸渡 証に記 載され た運転 者
及び当社 の承諾 を得た 者以外 の者に 運転させ る こと。
（３）レ ンタカ ーを転 貸し、 又は他 に担保 の用 に供する 等当社 の権利 を侵害 するこ ととな る
一切の行 為をす ること 。
（４）レ ンタカ ーの自 動車登 録番号 標叉は 車両 番号標を 偽造若 しくは 変造し 、叉は レンタ カ
ーを改造 若しく は改装 する等 その原 状を変更 す ること。
（５）当 社の承 諾を受 けるこ となく 、レン タカ ーを各種 テスト 若しく は競技 に使用 し又は 他
車の牽引 若しく は後押 しに使 用する こと。
（６）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 。
（７）当 社の承 諾を受 けるこ となく レンタカ ー について 損害保 険に加 入する こと。
（８）レ ンタカ ーを日 本国外 に持ち 出すこと 。
（９）そ の他第 ８条第 １項の 借受条 件に違反 す る行為を するこ と。
（違法 駐車の 場合の 措置等 ）
第１８条

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、借 受人叉 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
取りなど の諸費 用を負 担する ものと します。
２

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 に出頭 して違 反を処 理する よう指
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
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。

３

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
叉は納付 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 人叉は
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、 借受人 又は運 転者は これに従 う ものとし ます。

４

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５ １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 者はこれ に同意 するも のとし ます。

５

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 叉は借 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 、引取
り等に要 した費 用を負 担した 場合に は、当 社は 借受人叉 は運転 者に対 し、次 に掲げ る金額
（以下「 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 る期日 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
６

第１ 項の規 定によ り借受 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 該借受 人又は 運転者 が、第 ２項に 基づ く違反を 処理す べき旨 の当社 の指示 又は第
３項に基 づく自 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 第５項 に定め
る放置違 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。

７

借受 人又は 運転 者 が、第 ５項に 基づき 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 刻当該 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
第 ５章

返

還

（返還 責任）
第１９条

借受 人又は 運転者 は、レ ンタカ ーを 借受期間 満了時 までに 所定の 返還場 所にお い

て当社に 返還す るもの としま す 。
２

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。

３

借受 人又は 運転者 は、天 災その 他の不 可抗 力により 借受期 間内に レンタ カーを 返還す る
ことがで きない 場合に は、当 社に生 ずる損害 に ついて責 を負わ ないも のとし ます。
この 場合、 借受人 又は運 転者は 直ちに当 社 に連絡し 、当社 の指示 に従う ものと します。
（返還 時の確 認等）

第２０条

借受 人又は 運転者 は、当 社立会 いの もとにレ ンタカ ーを返 還する ものと 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 還する ものと
します。
２

借受 人又は 運転者 は、レ ンタカ ーの返 還に あたって 、レン タカー 内に借 受人若 しくは 運
転者又は 同乗者 の遺留 品がな いこと を確認 して 返還する ものと し、当 社は、 レンタ カーの
返還後に おいて は、遺 留品に ついて 保管の責 を 負わない ものと します 。
（借受 期間変 更時の 貸渡料 金）

第２１条

借受 人又は 運転者 は、第 １２条 第１ 項により 借受期 間を変 更した ときは 、変更 後

の借受期 間に対 応する 貸渡料 金を支 払うもの と します。
（返還 場所等 ）
第２２条

借受 人又は 運転者 は、第 １２条 第１ 項により 所定の 返還場 所を変 更した ときは 、

返還場所 の変更 によっ て必要 となる 回送のた め の費用を 負担す るもの としま す。
２

借受 人又は 運転者 は、第 １２条 第１項 によ る当社の 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 料を支 払うも
のとしま す。
返還場 所変更 違約料 ＝返還 場所の 変更によ っ て必要と なる回 送のた めの費 用×１５ ０％

（不返 還とな った場 合の措 置）
第２３条

当社 は、借 受人叉 は運転 者が、 借受 期間が満 了した にもか かわら ず、所 定の返 還

場所にレ ンタカ ーを返 還せず 、かつ 、当社 の返 還請求 に 応じな いとき 、又は 借受人 の所在
が不明と なる等 の理由 により 不返還 になっ たと 認められ るとき は、刑 事告訴 を行う 等の法
的措置を とるも のとし ます。
２

当社 は、前 項に該 当する ことと なった とき は、レン タカー の所在 を確認 するた め、借 受
人又は運 転者の 家族、 親族、 勤務先 等の関 係者 への聞取 り調査 や車両 位置情 報シス テムの
作動等を 含む必 要な措 置をと るもの とします 。

３

第１ 項に該 当する ことと なった 場合、 借受 人又は運 転者は 、第２ ８条の 定めに より当 社
に与えた 損害に ついて 賠償す る責任 を負う ほか 、レンタ カーの 回収及 び借受 人又は 運転者
の探索に 要した 費用を 負担す るもの とします 。
第 ６章

故 障 、事故、 盗難時 の措置

（故障 発見時 の措置 ）
第２４条

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、当 社に連 絡する とともに 、 当社の指 示に従 うもの としま す。
（事故 発生時 の措置 ）
第２５条

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 す。
（１）直 ちに事 故の 状 況等を 当社に 報告し、 当 社の指示 に従う こと。
（２）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
叉は当社 の指定 する工 場で行 うこと 。
（３）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
書類等を 遅滞な く提出 するこ と。
（４）事 故に関 し相手 方と示 談その 他の合 意を するとき は、あ らかじ め当社 の承諾 を受け る
こと。
２

借受 人又は 運転者 は、前 項の措 置をと るほ か、自ら の責任 におい て事故 を処理 し、及 び
解決をす るもの としま す。

３

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 。
（盗難 発生時 の措置 ）

第２６条

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 社に報 告し、当 社 の指示に 従うこ と。
（２）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 。
（使用 不能に よる貸 渡契約 の終了 ）
第２７粂

使用 中にお いて故 障、事 故、盗 難そ の他の事 由（以 下「故 障等」 といい ます。 ）

によりレ ンタカ ーが使 用でき なくな ったとき は 、貸渡契 約は終 了する ものと します 。
２

借受 人又は 運転者 は、前 項の場 合、レ ンタ カーの引 取り及 び修理 等に要 する費 用を負 担

するもの とし、 当社は 受領済 の貸渡 料金を 返還 しないも のとし ます。 ただし 、故障 等が第
３項又は 第５項 に定め る事由 による 場合はこ の 限りでな いもの としま す。
３

故障 等が貸 渡し前 に存し た暇庇 による 場合 は、新た な貸渡 契約を 締結し たもの とし、 借
受人は当 社から 代替レ ンタカ ーの提 供を受 ける ことがで きる も のとし ます。 なお、 代替レ
ンタカー の提供 条件に ついて は、第 ５条第２ 項 を準用す るもの としま す。

４

借受 人が前 項の代 替レン タカー の提供 を受 けないと きは、 当社は 受領 済 の貸渡 料金を 全
額返還す るもの としま す。な お、当 社が代 替レ ンタカー を提供 できな いとき も同様 としま
す。

５

故障 等が借 受人、 運転者 及び当 社のい ずれ の責にも 帰すべ からざ る事由 により 生じた 場
合は、当 社は、 受領済 の貸渡 料金か ら、貸 渡し から貸渡 契約の 終了ま での期 間に対 応する
貸渡料金 を差し 引いた 残額を 借受人 に返還す る ものとし ます。

６

借受 人及び 運転者 は、本 条に 定 める措 置を 除き、レ ンタカ ーを使 用でき なかっ たこと に
より生ず る損害 につい て当社 に対し 、本条 に定 める以外 のいか なる請 求もで きない ものと
します。
第 ７章

賠 償 及び補償

（賠償 及び営 業補償 ）
第２８条

借受 人又は 運転者 は、借 受人又 は運 転者が借 り 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、 こ の損 害を 賠償する ものと します 。ただ し、当 社の責
に帰すべ き事由 による 場合を 除きま す。
２

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 ては料 金表に 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
のとしま す。
（保険 及び補 償）

第２９条

借受 人又は 運転者 が第２ ８条第 １項 の賠償責 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 せん。 )

（２）対 物補償
１ 事故に つき

無制限(免責金 額

０ 万 円)

時価額(免責金 額

１ ０ 万円)

（３）車 両補償
１ 事故に つき
（４）搭 乗者補 償
１ 名につ き
２

３，０ ００万 円

保険 約款又 は補償 制度の 免責事 由に該 当す る場合に は、第 １項に 定める 保険金 又は補 償
金は支払 われま せん。

３

保険 金又は 補償金 が支払 われな い損害 及び 第１項の 定めに より支 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 。

４

当社 が借受 人又は 運転者 の負担 すべき 損害 金を支払 ったと 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。

５

第１ 項に定 める損 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 額
は、貸渡 料金に 含みま す。

第 ８章

貸 渡 契約の解 除

（貸渡 契約の 解除）
第３０条

当社 は、借 受人又 は運転 者が使 用中 にこの約 款に違 反した とき、 又は第 ９条第 １

項各号の いずれ かに該 当する ことと なった とき は、何ら の通知 、催告 を要せ ずに貸 渡契約
を解除し 、直ち にレン タカー の返還 を請求す る ことがで きるも のとし ます。
この 場合、 当社は 受領済 の貸渡 料金を借 受 人に返還 しない ものと します 。
（同意 解約）
第３１条

借受 人は、 使用中 であっ ても、 当社 の同意を 得て次 項に定 める解 約手数 料を支 払

った上で 貸渡契 約を解 約する ことが できる もの とします 。この 場合、 当社は 、受領 済の貸
渡料金か ら、貸 渡しか ら返還 までの 期間に 対応 する貸渡 料金を 差し引 いた残 額を借 受人に
返還する ものと します 。
２

借受 人は、 前項の 解約を すると きは、次 の 解約手数 料を当 社に支 払うも のとし ます。
解約 手数料 ＝（貸 渡契約 期間に 対応する 基 本料金）
－（貸 渡しか ら返還ま で の期間に 対応す る基本 料金 ×３ ０％
第 ９章

個 人 情報

（個人 情報の 利用目 的 ）
第３２条

当社 が借受 人又は 運転者 の個人情 報 を取得し 、利用 する目 的は次 のとお りです。

（１）道 路運送 法第８ ０条第 １項に 基づく レン タカー事 業の許 可を受 けた事 業者と して、 貸
渡契約締 結時に 貸渡証 を作成 する等 、事業 許可 の条件と して義 務づけ られて いる事 項を
実施する ため。
（２）借 受人又 は運転 者に対 し、レ ンタカ ー、 中古車そ の他の 当社が 取り扱 ってい る商品 の
紹介及び これら に関す るサー ビス等 の提供 並び に各種イ ベント 、キャ ンペー ン等の 開催
について 、宣伝 広告物 の送付 、ｅメ ールの送 信 等の方法 により 案内す るため 。
（３）貸 渡契約 の締結 に際し 、借受 け申込 者又 は運転者 に関し 、本人 確認及 び審査 を行う た
め。
（４）当 社の取 り扱う 商品及 びサー ビスの 企画 開発、又 はお客 さま満 足度向 上策の 検討を 目
的として 、借受 人又は 運転者 に対し アンケー ト 調査を実 施する ため。
（５）個 人情報 を統計 的に集 計、分 析し、 個人 を識別、 特定で きない 形態に 加工し た統計 デ
ータを作 成する ため。
２

第１ 項各号 に定め ていな い目的 で借受 人又 は運転者 の個人 情報を 取得す る場合 には、 あ
らかじめ その利 用目的 を明示 して行 います。
（個人 情報の 利用 の 同意）

第３３条

借受 人又は 運転者 は、次 の各号 のい ずれかに 該当す る場合 には、 借受人 又は運 転

者の氏名 、生年 月日、 運転免 許証番 号等を 含む 個人情報 が、レ ンタカ ー事業 者によ って貸
渡契約締 結の際 の審査 のため に利用 されるこ と に同意す るもの としま す。
（１）当 社が道 路交通 法第５ １条の ４第１項 に 基づいて 放置違 反金の 納付を 命ぜら れた場合
（２）当 社に対 して第 １８条 第５項 に規定す る 駐車違反 関係費 用の全 額の支 払いが ない場合
（３）第 ２３条 第１項 に規定 する不 返還があ っ たと認め られる 場合

第１０章
（相

雑

則

殺）

第３４条

当社 は、こ の約款 に基づ く借受 人又 は運転者 に対す る金銭 債務が あると きは、 借

受人又は 運転者 の当社 に対す る金銭 債務とい つ でも相殺 するこ とがで きるも のとし ます。
（遅延 損害金 ）
第３５条

借受 人又は 運転者 及び当 社は、こ の 約款に基 づく金 銭債務 の履行 を怠っ たときは 、

相手方に 対し年 率１０ ％の割 合によ る遅延損 害 金を支払 うもの としま す。
（細

則）

第３６条

当社 は、こ の約款 の細則 を別に 定め ることが できる ものと し、そ の細則 はこの 約

款と同等 の効力 を有す るもの としま す。
２

当社 は、別 に細則 を定め たとき は、当 社の 営業店舗 に掲示 すると ともに 、当社 の発行 す
るパンフ レット 、料金 表等に これを 記載す るも のとしま す。こ れを変 更した 場合も 同様と
します。
（合意 管轄裁 判所）

第３７条

この 約款に 基づく 権利及 び義務 につ いて紛争 が生じ たとき は、訴 額のい かんに か

かわらず 当社の 本店、 支店又 は営業 所の所 在地 を管轄す る簡易 裁判所 をもっ て管轄 裁判所
とします 。

附

則

本約 款は、 平成２ ９年２ 月１日か ら 施行しま す。

附

則

本約 款（一 部改正 ）は令 和元年８ 月 １日から 施行致 します 。

