
2019年10月1日現在

＜ 基 本 料 金 ＞ (単位：円 ／消費税込）

タイプ

クラス
仕  様
車種

冷蔵庫・TVﾓﾆﾀｰ付 冷蔵庫・TVﾓﾆﾀｰ付
時間 他 他 他 他 他 他

１日まで

以後1日毎に

土・日（祝）料金

シナダレンタカー安心パック

Ｓpecial

 ご利用がお決まりになりましたら、お電話またはご来店により、お申込ください。ご利用いただくお時間等によりレンタカー料金を計算いたします。
 ご予約を取消される際、所定の予約取消手数料を申し受ける場合があります。また、出発予定時刻を１時間過ぎてもレンタカー貸渡契約が締結されなかった場合はご予約を取消することがありますので、ご了承ください。
 ●予約取消手数料 乗車日の ７日前まで 無料  ※ご予約金は１０，０００円を限度とし、取消手数料は１０，０００円を限度といたします。

〃 ６日前から３日前まで 基本料金の２０％  ※ご利用に際しましては、当社貸渡約款の規定によります。また、レンタカーご利用中
〃 ２日前から前日まで 基本料金の５０％      はレンタカー契約書を必ず携帯してください。
〃 当日 基本料金の１００％ 

 ご契約時間等にもとづいて概算料金をご出発時に申し受け、帰着時に概算料金の過不足をご精算させていただきます。ご契約時間を超過してご利用の場合は、超過料
金を申し受けます。 なお、ご連絡なく超過した場合には、所定の違約料を申し受けますのでご注意ください。
 満タンでお貸しいたしますので、満タンでお返しください。

 万一の事故の場合、下記金額の限度内で、保険などによる補償を付けています。但し、免責金額はお客様のご負担になります。なお、当社貸渡約款に違反してご利用
の場合、当社 契約の保険会社の保険約款の免責条項に該当する場合、また警察および当社への連絡が無い場合には、適用をお断りいたします。
 ●保険・補償の内容

 ◆対人賠償 無制限  （ 自賠責３，０００万円含む ）
 ◆対物賠償 無制限  （ １事故限度額、免責額：０万円 ） 
 ◆車両補償 時価額  （ １事故限度額、免責額：０万円 ）    
 ◆人身傷害 ５，０００万円

 ●ノン・オペレーション・チャージ（ＮＯＣ）
 万一事故を起こされ車両の修理が必要になった場合、修理期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷の程度や修理の所要時間にかかわりなく申し受けます。

  ①レンタカーで自走し、予定の営業所に車両が返還された場合 ２０，０００円 　　　(マイクロバス・グランドキャビン　　５０，０００円）  
  ②レンタカーで自走できない場合 ５０，０００円 （マイクロバス・グランドキャビン　１００，０００円）  

 ●ノン・オペレーション・チャージ（ＮＯＣ）免除
　　シナダレンタカー安心パック（SRAP）とはノンオペレーションチャージのお支払いが免除されお客様の万一に備えます。

料金（１日・税込）下記料金を各レンタカー料金にプラスお支払いでNOCが免除
①軽自動車　660円　　②軽自動車およびグラキャン・バス以外　1,320円　　③グランドキャビン・バス　2,200円

　※　自走できない場合に発生しました陸送費・保管費用（駐車料金）等の実費に関しましては、お客様負担となります。

レ ン タ カ ー 料 金 表

乗用車 商用車 バス

軽カー パッセンジャーカー 1Ｂｏｘワゴン ハイエース ライトバン 1ｔ積トラック １Ｂｏｘバン マイクロバス マイクロバス

Ｄ－Ｔ Ｄ－Ｃ M-A M-BＫ－Ａ Ｐ－Ａ Ｐ－Ｂ Ｂ－Ｂ W-B
1300ｃｃ迄 1500ｃｃ迄 8人乗り迄 10人乗り迄

V－A
28人乗り 29人乗り

他

ﾜｺﾞﾝR・ｱﾙﾄ ｳﾞｨｯﾂ ｶﾛｰﾗｱｸｼｵ ﾎﾞﾝｺﾞ　A/T ﾚｼﾞｱｽｴｰｽＶ ｺｰｽﾀｰ　A/T ﾘｴｯｾⅡ A/Tﾉｱ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾊﾞﾝ

50ﾅﾝﾊﾞｰ

6,600 9,900 29,700

3,850 4,400 5,500 12,100 15,400 4,400 5,500

4,400 4,950 6,050 14,300 17,600 4,950

7,700 27,500

16,500 19,800 11,000 33,000

660 1,320 2,160 1,320 2,200

軽トラック（限定特別料金）

軽トラック（A/T）
６０分 ３時間 ４時間 ４時間～当日 以降１日毎に

550 1,650 2,200

 ■事故負担金

有限会社　品田商会　　  

3,850 3,850

 ■ご予約・料金

 ■ご精算

 ■燃 料

 ■保険・補償制度

  ◇搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。(限度額5,000万円：補償額は保険約款に定める基準に従い算出されます。)

 ■ｼﾅﾀﾞﾚﾝﾀｶｰ安心ﾊﾟｯｸ



2019年10月1日現在

＜ 基 本 料 金 ＞ (単位：円 ／非課税）

電動スロープ
リフトタイプ

*　個人でご利用のお客様は、各種証明・手帳のご提示をお願い致します。
*　レンタカー配送費用は別途料金が発生いたします。

 ご利用がお決まりになりましたら、お電話またはご来店により、お申込ください。ご利用いただくお時間等によりレンタカー料金を計算いたします。
 ご予約を取消される際、所定の予約取消手数料を申し受ける場合があります。また、出発予定時刻を１時間過ぎてもレンタカー貸渡契約が締結されなかった場合はご予約を取消することがありますので、ご了承ください。
 ●予約取消手数料 乗車日の ７日前まで 無料  ※ご予約金は１０，０００円を限度とし、取消手数料は１０，０００円を限度といたします。

〃 ６日前から３日前まで 基本料金の２０％  ※ご利用に際しましては、当社貸渡約款の規定によります。また、レンタカーご利用中
〃 ２日前から前日まで 基本料金の５０％      はレンタカー契約書を必ず携帯してください。
〃 当日 基本料金の10０％ 

 ご契約時間等にもとづいて概算料金をご出発時に申し受け、帰着時に概算料金の過不足をご精算させていただきます。ご契約時間を超過してご利用の場合は、超過料
金を申し受けます。 なお、ご連絡なく超過した場合には、所定の違約料を申し受けますのでご注意ください。
 満タンでお貸しいたしますので、満タンでお返しください。

 万一の事故の場合、下記金額の限度内で、保険などによる補償を付けています。但し、免責金額はお客様のご負担になります。なお、当社貸渡約款に違反してご利用
の場合、当社 契約の保険会社の保険約款の免責条項に該当する場合、また警察および当社への連絡が無い場合には、適用をお断りいたします。
 ●保険・補償の内容（上記レンタカー料金は、車両・対物免責補償料込の料金になります。）

 ◆対人賠償 無制限  （ 自賠責３，０００万円含む ）
 ◆対物賠償 無制限  （ １事故限度額、免責額：０万円 ）    
 ◆車両補償 時価額  （ １事故限度額、免責額：０万円 ）    

 ◆人身傷害 ５，０００万円

 ●ノン・オペレーション・チャージ（ＮＯＣ）
 万一事故を起こされ車両の修理が必要になった場合、修理期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷の程度や修理の所要時間にかかわりなく申し受けます。

  ①レンタカーで自走し、予定の営業所に車両が返還された場合 ２０，０００円  
  ②レンタカーで自走できない場合 ５０，０００円  

　※　自走できない場合に発生しました陸送費・保管費用（駐車料金）等の実費に関しましては、お客様負担となります。

福祉レ ン タ カ ー 料 金 表

1日料金 1日料金

  ◇搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。(限度額5,000万円：補償額は保険約款に定める基準に従い算出されます。)

有限会社　品田商会　　　　  

5,000

10,000

個人 法人・事業所等

7,500

15,000車いす仕様車
(ハイエース）

 ■事故負担金

 ■ご予約・料金

 ■燃 料

 ■保険・補償制度

 ■ご精算

軽自動車車いす仕様車



※シナダレンタカー安心パック（SRAP)とはノンオペレー
ションチャージ(NOC)のお支払いが免除されお客様の万
一に備える追加補償制度です。

シナダレンタカー安心パック（SRAP）

2019.10.1改定 有限会社品田商会



●概要

万が一の事故の際にお客様にご負担いただくNOC【＝営業補償料の２万または５万
（グラキャン・バスは５万または１０万）】の「お支払が免除」される制度です。

保険

事故時の、車両・
対物事故免責額
（自己負担）無し。
（当社では、車両・対物事故
免責額補償での別途追加
料金は発生いたしません）

補償

• シナダレンタカー安
心パック（SRAP）ご
加入がない場合は、
自己負担金額
（NOC）が発生いた
します。

SRAP

• 各レンタル料にプラ
スご加入でNOCの
お支払いが免除さ
れる制度です。



•￥660•￥660軽自動車

•￥1,320•￥1,320軽および下記以外

•￥2,200•￥2,200ｸﾞﾗｷｬﾝ・ﾊﾞｽ


