
※裏面の申込み書に必要事項を記入の上、ＦＡＸしてください。所定の手続き後、会員カードを郵送いたします。

・ビジネスカードは、年会費や発行にかかる費用は一切ありません。

・当カードにクレジット機能は付いておりません。

・上記以外にも車種はご用意しています。尚、店舗によっては、ご用意できない車種もございます。

・一部離島、海外の店舗、その他当社が指定する店舗については、本料金適用外とします。

・他オプション（幌、キャリア、スタドレスタイヤ等）は料金に含まれません。

・当プランは『特別料金』です。他の割引との併用は出来ません。

・免責補償手数料・安心サポートプラン加入の場合は上記『特別料金』に加算されます。

・レンタカー代金のご精算は、現地にて現金またはクレジットカードにてお願いたします。

・予約時、ご利用時に、御社ご社名とカード表面記載の法人コード上6桁『○○９９９９』　をご提示ください。特別料金が適用されます。

        ●ご予約・お問合せは
　　・ビジネスカードのお問合せは･･･（株）日産カーレンタルソリューション　法人営業部　担当　高梨　０３－６８９１－４１２３

　　・全国予約センター　０１２０－００－１７６７　（平日８：００～２０：００　土・日・祝日９：００～１８：００）

　　・日産レンタカーホームページ予約（携帯電話からもOK）法人コードと申込電話番号でログイン！

　　・４００箇所の店舗へ直接連絡戴いても結構です。

日産だから安心の保険・補償付き。レンタカーなら必要なときに、必要な車種を利用できて、使った時しか費用が発生しません。保有車両の
稼動状況が芳しいものでなければ、レンタカーのほうが割安かもしれません。車両管理コスト、工数の削減。旅費交通費の削減にお役立て
下さい。もちろん、プライベートでも従業員の皆さんにご利用いただけます（^O^）/

　　法 人 会 限 定！

ビジネスカードお申込みで特別料金をご利用戴けます。なんと最大４７％OＦＦ！！

＊免責補償
ご加入いただくと事故の際、発生する「対物」「車両」補償の免

責額（各5万円）が免除されます。

＜免責補償手数料（1日当料金）＞

1,000円/日（P10：1,600円、M1：2,000円、T4：1,400円）

＊日産安心ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ（NAS）の特典
１．対物補償2,000万→無制限。搭乗者障害死亡時1,000万

→5,000万に補償をアップ。

２．ロードサービス料金を補償（上限２万円を限度に弊社が負

担）

①タイヤのパンク ②バッテリー上がり ③キーの閉じ込み

３．到着遅延の事前連絡により１ｈ延長サービス。中途解約の

違約金免除など

＜NAS加入料（１日当たり料金）

＞

単位円【税込み】

クラス 代表車種
特別

基本料金 割引率
＊免責保証

手数料
＊日産安心
ｻ ﾎﾟー ﾄﾌ ﾗ゚ﾝ

Ｐ１ 6,825 → 5,250 23% 1,050 525

Ｐ２ 7,875 → 5,775 27% 1,050 525

Ｐ３ 8,400 → 5,985 29% 1,050 525

Ｐ４ 9,450 → 6,300 33% 1,050 525

Ｐ５ 9,975 → 6,720 33% 1,050 525

Ｐ６ 11,550 → 7,350 36% 1,050 525
Ｐ８ 16,800 → 10,500 38% 1,050 525

Ｗ２ 12,000 → 9,975 17% 1,050 1,050

Ｗ４ 19,950 → 12,600 37% 1,050 1,050
Ｗ６ 26,250 → 16,275 38% 1,050 1,050

Ｖ１ 9,450 → 5,040 47% 1,050 525

Ｃ１ 10,500 → 6,510 38% 1,050 525

Ｔ１ 10,200 → 5,985 41% 1,050 525

ﾊ ﾈ゙ ｯﾄﾊ ﾝ゙（標準ﾙｰﾌ・ﾊ ｲﾙ ｰ ﾌ）

ﾌ ﾚ゚ｻ ｰ ｼ ｭ゙（7･8人）、ｾﾚﾅ（8人）

ｴﾙ ｸ ﾗ゙ﾝﾄ （゙8人）､ｷｬﾗﾊ ﾝ゙（10人）

ラフェスタ（7人）

商
用
車

マーチ

ノート

キューブ

ティーダ、ラティオ

ウィングロード

シルフィ

ティアナ、スカイライン

ﾊ ﾈ゙ ｯﾄﾄﾗｯｸ､ｱﾄﾗｽ 1T

A Dﾊ ﾝ゙

２４時間単位の特別料金（延長の場合１Ｈ料金有り）

一般料金

乗
用
車

ワ
ゴ
ン

（他にもクラス、車種はございます）

法人コード上６桁



日産レンタカーを利用するにあたり下記内容のビジネスカードの利用を申し込みます。

ご住所 〒　　　　－

会社名 印

部署名 担当者名                  印　

電話番号 　           －　　　　　　　-

業　種

希望枚数 枚

利用期間 平成 　       年      　  月 より

法人会名

　※ １ 又は ２ に ◆免責補償 1、  加入     ２、  非加入

 　   ○ をして下さい   ・ 免責補償に加入の場合、対物・車両の免責額（5万円）が免除されます。

◆日産安心ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ（NAS） １、  加入    ２、  非加入

  ・ 安心サポートプランに加入の場合、対物・搭乗者の補償増額＆ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
費用の補償が追加になります。（詳細につきましては別紙に掲載がございます。）
＊免責補償、NASは別途料金を頂戴致します

◎ ビジネスカードの特典
　① 通常料金よりお得なビジネス特別料金でご利用頂けます。 （24時間定額料金）
　② 利用期間が１ヵ月以上にわたる場合は、長期レンタカー料金でご利用頂けます。

　③ ビジネスカードは、年会費や発行にかかる費用は一切ありません。

◎ お約束事項
　① 利用方法 ビジネスカードを来店時に提示して頂きます。
　② 利用の対象外 駅レンタカー及び、離島、海外の営業所。旅行代理店等の代理機関での利用。
　③ 貸渡約款の遵守 利用時には当社約款に従って頂きます。
　④ 予約の履行 原則として、当社予約センター又は、営業所へあらかじめ予約して頂きます。
　⑤ 料金の精算 利用営業所にて、その都度現金で精算頂きます。
　⑥ 事故の補償 １ 対人補償 無制限（自賠責3000万円含む）

２ 対物補償 2000万円（免責額5万円）　ＮＡＳ加入は無制限
３ 車両補償 車両時価額（免責額5万円）
４ 搭乗者傷害補償 1000万円（医療保険金特約の対象外になります）

ＮＡＳ加入は5000万円に増額
　⑦ カードの紛失、盗難 紛失、盗難が発生した場合は、当社へ書面で通知をして頂きます。
　⑧ 利用期間の更新 期間満了の１ヵ月前までに双方特段の申し入れがない場合は、更に２年間延長し、

以後この例によるものとします。
　⑨ ﾉﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾁｬｰｼﾞ 万一事故を起こされ修理が必要となった場合、別に定める料金を修理期間中の

（Ｎ.Ｏ.Ｃ） 休業補償の一部として申し受けます。

㈱日産カーレンタルソリューション営業本部　法人営業部　首都圏グループ

法人会担当 高梨 TEL 　03-6891-4125
社団法人大崎法人会 TEL 　0229-23-5859

平成      年      月      日

法人会　日産レンタカービジネスカード申込書

   ○ お問い合わせ・お申し込みは下記まで、ご連絡お待ち致しております。

FAX：0229-22-6395

レンタカーで自走し、返却予定営業所に返車された場合

レンタカーで自走できず、返却予定営業所に返車されなかった場合

20,000

50,000


