
北海道地区料金表

　　2018下期　JALオプショナルレンタカー

北海道地区　＜オリックスレンタカー＞

■商品コードおよび料金/1台 ■営業所一覧

08：00～20：00（10/1～31、4/1～5/13）

08：00～19：00（11/1～3/31）

08：00～20：00（10/1～31、4/1～5/13）

1日間 UY5921S 08：00～19：00（11/1～3/31）

2日間 UY5922S 08：00～20：00（10/1～31、4/1～5/13）

3日間 UY5923S 08：00～19：00（11/1～3/31）

4日間 UY5924S

以後1日 UY5929S

1日間 UY5921A 08：00～19：00（10/1～31、4/1～5/13）

2日間 UY5922Ａ 09：00～19：00（11/1～3/31）

3日間 UY5923Ａ

4日間 UY5924Ａ

以後1日 UY5929Ａ 08：00～20：00（10/1～31、4/1～5/13）

1日間 UY5921W 08：00～19：00（11/1～3/31）

2日間 UY5922W

3日間 UY5923W

4日間 UY5924W 08：00～19：00（10/1～31、4/1～5/13）

以後1日 UY5929W 09：00～19：00（11/1～3/31）

※配車・返納の地区が異なる場合には、別途乗り捨て料金がかかります。

　 乗り捨て料金については下記にてご確認の上、必ず出発前にご予約ください。

■乗り捨て料金表　

函館地区 08：00～19：00（10/1～31、4/1～5/13）

9,700円 札幌・千歳地区 09：00～19：00（11/1～3/31）

9,700円 5,400円 旭川地区 ※掲載している営業時間は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

9,700円 7,500円 7,500円 帯広地区 ■ご注意

9,700円 9,700円 7,500円 7,500円 女満別地区 　冬期はスタッドレスタイヤを装備しておりますが、降雪および凍結した路面の運転には十分ご注意ください。

9,700円 9,700円 9,700円 5,400円 5,400円 釧路地区 　また、一部道路にて通行止めがございます。あらかじめご了承ください。

■乗り捨て 商品コードおよび料金

UZ5826A

UZ5826B

UZ5826C

オプション 禁煙車 のみ

クラス 利用日数 商品コード 全日

営業所（たびJAL表示名） 電話番号 営業時間

新千歳空港店 0123-22-0543

札幌駅前店 011-726-0543

すすきの店 011-531-0543
13,100円

16,800円
函館空港店 0138-59-1990

9,400円

08：00～19：00
3,700円

A
定員5名

6,600円
函館駅前店 0138-23-0543

11,200円

S
定員5名

5,700円

15,800円
旭川空港店 0166-83-5757 08：00～19：00

20,400円

4,600円
旭川駅前店 0166-26-0543

WA
定員8名

11,700円

21,400円

40,800円

帯広空港店(とかち帯広空港店） 0155-64-5543 09：00～19：00
31,100円

帯広駅前店 0155-22-0543
9,700円

釧路空港店 0154-57-3636 08：00～19：00

釧路駅前店 0154-22-0543 08：00～19：00

0152-74-4222

商品コード 乗り捨て料金区分	

5,400円

7,500円

9,700円

女満別空港店



レンタカーのご案内

　　2018下期　ＯＥＭオプショナル全方面　（全国発地共通タリフ）

■設定期間 　

　◇2018年10月1日～2019年5月13日 　◇カーナビは、走行状況や利用条件によって正常に作動しない場合があります。また、5年以内の新設の道路や

　 　宿泊施設、観光施設等は表示されない場合があります。

■申込条件 　◇ペット同伴を希望される場合は各レンタカー会社によって取扱い方法が異なります。詳しくは各レンタカー会社に

　◇利用レンタカー会社・クラス・利用可能日数は各地区ＮＥT代金表をご参照ください。 　 　お問い合わせください。

　◇配車・返納は指定の各空港営業所または市内営業所となり、各営業所の営業時間内となります。 　◇レンタカー運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできません。

　 　※北海道・沖縄県内各空港対応営業所の場合のみ、JALグループ便の始発便～ 終便までの対応となります。       お客さまご自身の手配・負担となります。

　 　   ただし、到着時間が深夜におよぶ場合、配車ができない場合があります。

　　  　また、航空便に接続しない配車・返納については、各レンタカー会社指定営業所の営業時間内に限ります。 ■保険補償

     ※到着・出発空港⇔空港営業所間は送迎となる場合があります。 　◇保険補償は下記の通りとなります。

     ※各空港（市内）営業所の連絡先・営業時間については、営業所一覧にてご確認ください。 　◇警察発行の事故証明がない場合または保険約款の免責条項に該当する場合は補償されません。

　◇返納場所の詳細はレンタカー配車時にご確認ください。 　◇保険・補償制度は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

　◇空港営業所配車時刻はご利用便到着時刻の30分後、空港営業所返納時刻はご利用便出発時刻の1時間30分前が目安となります。

     ※Tギャラリア沖縄(旧DFSギャラリア沖縄)店舗は2時間前となります。 　  【オリックスレンタカー／バジェットレンタカー】

　◇車種の指定はお受けできません。原則としてオートマチック車、カーステレオ（CDプレイヤー）付きとなります。 　    対人賠償保険：無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)/1名あたり　

　◇ＥＴＣは標準装備です。（ＥＴＣカードはお客様ご自身でご用意ください。）       対物賠償保険：無制限/1事故あたり

　◇時間短縮に対する払い戻しはありません。現地にて利用日数を超えた場合は延長料金をお支払いただきます。（現地払い） 　    車両保険：車両時価額/1事故あたり

　    人身傷害補償保険: 3,000万円を限度に補償（1名につき）　　

■代金に含まれるもの 　      ・ 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　　

　◇レンタカー料金(カーナビ料金含む）保険、免責補償料金、消費税等諸税 　         損害額を補償　　

　      ・ 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施　　

■代金に含まれないもの

　◇乗り捨て料金【注】（乗り捨て料金が発生する場合は、要事前予約）、有料道路料金、駐車料金、ガソリン代 ■ノンオペレーションチャージ

　　　◇レンタカー使用中万一事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合、

■利用方法 　　　 　その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。

　◇予約時に台数・配車月日・時刻・場所および返納月日・時刻・場所を入力してください。 　　　 　（免責補償制度に加入されていてもご負担いただきます。）

      配車・返納の地区が異なる場合、別途乗り捨て料金がかかります。（北陸・沖縄地区を除く） ●車両が予定営業所へ自走にて返納された場合・・・・・20,000円

     乗り捨て料金については、乗り捨て料金一覧にてご確認ください。 ●その他上記以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

　◇各地区、設定日数以上の利用を希望の場合は、「以後1日」コースを利用日数分追加してご利用ください。 ※料金は予告なく変更になる場合がございます。

 　　その際、配車場所・返納場所に「継続利用」を指定してください。

 　　例）北陸のレンタカーを10月1日から5日間利用希望の場合

　　　　⇒10月1日の4日間コースと以後1日コースを予約する

　　　　　　　　　　　　4日間コース・・・配車：小松空港　11:00／返納：継続利用　00：00

　　　　　　　　　　　　以後1日コース・・・配車：継続利用　00：00／返納：小松空港　17:00

■乗車定員

　◇Ｓ・Ａクラスは5名、ＷＡクラスは8名（但し、レンタカー会社によっては7～8名）となります。

■その他ご案内

　◇喫煙車・禁煙車の選択が可能です。（台数制限あり）　※但し、北海道、東北、北陸、九州、沖縄地区は禁煙車のみとなります。

　◇走行距離に制限はありません。

　◇道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方は、レンタカー予約時に利用する

 　　チャイルドシートの種類を、たびJAL『施設へのご要望』欄に依頼事項として入力してください。

 　　またチャイルドシードの詳細はチャイルドシートのご案内をご覧ください。

  ◇各レンタカー会社では貸渡し時に運転者のお名前、ご連絡先などのお申し出が必要となります。

     また、過去にレンタカーご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、貸し渡しが出来ない場合が	

　　ございます。また、ご利用期間中の交通違反は返納までに反則金のお支払いをお済ませ下さい。

　　お支払いいただけなかった場合、レンタカー会社が別途定める駐車違約金をご負担いただきます。

　　

オプション

　　　　　　　　　　レンタカー共通のご案内



チャイルドシートのご案内

　道路交通法上、6歳未満のお子さまにはチャイルドシートの着用が義務付けられています。		 ■取付箇所の目安

　該当する方は、レンタカー予約時に利用するチャイルドシートの種類を、たびJAL『施設へのご要望』欄に依頼事項 　◇チャイルドシートの取り付けに関しては、原則以下の通りになります。

　として入力ねがいます。 　　（但し、車種により乗車定員、チャイルドシート設置場所が異なる場合があります。）

　※下記ならびに右記の内容は、基本的な案内となり「法令に定めるやむを得ない理由」に該当する場合は、

　　　運転免許保有者が法令に定める内容に従い対応をおねがいいたします。 ■座席配置図

■種類 《座席配置図の見方》

　◇チャイルドシートは年齢、体格により３種類のタイプがあります。 ◎…チャイルドシート装着可能位置（第一推奨位置）

料金 ●…チャイルドシート装着可能位置（第二推奨位置）

×…チャイルドシート装着不可

△…助手席にやむを得ず取り付ける場合は、エアバックから遠ざけるため、助手席のシートを一番後ろに下げ

　　　チャイルドシートを前向きに取り付けて使用してください。	

◇普通乗用車

　◇レンタカー予約時に、チャイルドシート利用のお申し出がないと、レンタカーの貸出しが出来ない場合があります。 定員：５名乗り

　◇チャイルドシートは、原則としてお客様ご自身で装着してください。

　◇チャイルドシートの装着により、定員の乗車が出来ない場合があります。（右記参照）

◇ワゴン車

定員：７名乗り  定員：８名乗り

※チャイルドシートは1席につき（おとな1.5人分）のスペースを使用致します。後部座席が3名乗りでもチャイルドシートを1席装着すると

　 おとなは1名しか乗車いただけない場合があります。また、チャイルドシートを2席装着すると、後部座席には他の方は乗車できない場合が

　 あります。定員が7名の場合も同様に、1列につき2席しか装着できません。

●

×

◎

チャイルドシート（幼児用）

ベビーシート（乳児用）

　△

100ｃｍ以下

ジュニアシート（学童用）

　ドライバー

135ｃｍ以下 4歳～10歳くらい

1歳～4歳くらい
無料

9～18ｋｇ未満

15～36ｋｇ未満

　ドライバー

△

オプション
　　2018下期　ＯＥＭオプショナル全方面

　　　　　　　　　　レンタカー(チャイルドシート)

新生児～1歳くらい

種類
適用の目安

10ｋｇ未満

体重

70ｃｍ未満

参考年齢身長

●

　ドライバー

×

◎

××

●

◎

△●

◎
◎

●


