
種別 クラス サイズ 6時間 12時間 24時間 超過24時間 超過1時間
軽自動車 SK 軽自動車 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥1,080

コンパクト S コンパクト ¥5,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥5,500 ¥1,080
A ¥6,300 ¥7,500 ¥9,000 ¥7,500 ¥1,500
C ¥8,000 ¥9,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥1,500
D ¥9,000 ¥11,000 ¥14,500 ¥10,000 ¥2,000
E ¥9,500 ¥13,500 ¥16,000 ¥10,500 ¥2,500
G ¥14,500 ¥18,500 ¥24,000 ¥15,000 ¥3,000
H ¥15,000 ¥19,000 ¥24,500 ¥16,000 ¥4,000
J ¥25,000 ¥25,000 ¥31,000 ¥20,000 ¥4,500
K ¥30,000 ¥38,000 ¥48,000 ¥33,000 ¥6,800

EA ¥6,500 ¥7,500 ¥8,500 ¥8,000 ¥1,500
EB ¥6,500 ¥7,500 ¥8,500 ¥8,000 ¥1,500
EC 中型車 ¥7,500 ¥8,500 ¥10,000 ¥8,500 ¥1,500
ED 小型ワゴン ¥9,000 ¥10,500 ¥13,500 ¥10,000 ¥2,000
EE 大型車 ¥12,500 ¥13,500 ¥18,500 ¥13,500 ¥2,500
EG ¥15,000 ¥19,000 ¥24,500 ¥16,000 ¥3,000
EH ¥16,000 ¥22,500 ¥28,000 ¥21,000 ¥4,000
EK ¥33,000 ¥45,000 ¥54,000 ¥38,000 ¥6,500

EWA 中型ワゴン ¥12,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥14,000 ¥3,000
EWC 大型ワゴン ¥16,500 ¥20,500 ¥26,500 ¥16,500 ¥3,500

RS 軽自動車 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥5,500 ¥1,080
RA ¥6,300 ¥7,300 ¥8,800 ¥7,300 ¥1,500

お取り扱い車種
N-BOX・N-WGON
マーチ・パッソ・ヴィッツ・フィット・デミオ

セダン セダン

カローラアクシオ
プレミオ
シルフィー
ティアナ
クラウンロイヤルサルーン
レクサスIS
レクサスGS
レクサスLS

ハイブリッド

小型車
フィット
アクア・グレイス・カローラアクシオハイブリッド
プリウス・フィールダーハイブリッド・シエンタハイブリッド
プリウスα
SAI・カムリHV

高級車
クラウンロイヤルサルーンHV
クラウンアスリートHV・スカイラインHV
レクサスLS600h
ノアHV・セレナHV
アルファードHV・ヴェルファイアHV

RV車
バモスHobio・スクラムワゴン

小型RV キューブ・ノート・ラクティス・ソリオ



RB ¥6,800 ¥7,800 ¥9,000 ¥7,800 ¥1,500
RD ¥8,800 ¥10,000 ¥13,500 ¥10,000 ¥2,000
RE ¥12,000 ¥13,500 ¥18,000 ¥13,500 ¥2,500
RG 高級ＲＶ ¥12,500 ¥13,500 ¥18,500 ¥13,500 ¥2,500

MA 小型7人乗り ¥6,800 ¥7,800 ¥9,000 ¥7,800
MC 中型7人乗り ¥8,800 ¥10,000 ¥13,500 ¥10,000 ¥1,500
ME 大型7人乗り ¥12,000 ¥13,500 ¥18,000 ¥13,500 ¥2,500
WA 中型8人乗り ¥12,000 ¥13,500 ¥18,000 ¥13,500 ¥2,500

大型8人乗り
5人乗り

10人乗り

コミュ 14人乗り ¥24,500 ¥18,000 ¥3,000
マイク 29人乗り ¥35,500 ¥22,500 ¥4,500

E スモール ¥13,000 ¥13,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥2,500
H ミディアム ¥17,000 ¥17,000 ¥22,000 ¥15,500 ¥3,500
J ラージ ¥25,000 ¥25,000 ¥31,000 ¥20,000 ¥4,000
L プレミアム1 ¥33,000 ¥45,000 ¥54,000 ¥38,000 ¥6,500

RG RVタイプ ¥15,000 ¥19,000 ¥24,500 ¥16,000 ¥3,000

種別 クラス サイズ 6時間 12時間 24時間 超過24時間 超過1時間
VA ライトバン ¥5,500 ¥8,500 ¥9,500 ¥7,000 ¥1,500

VOS 350ｋｇ積 ¥5,000 ¥5,800 ¥6,800 ¥5,000 ¥1,080
VOA 750ｋｇ積 ¥6,800 ¥9,000 ¥11,800 ¥8,000 ¥1,500
VOC 1000ｋｇ積 ¥9,500 ¥11,500 ¥14,500 ¥10,800 ¥2,000

TSS 350ｋｇ積 ¥4,800 ¥5,800 ¥6,800 ¥5,000 ¥1,080
TA 750ｋｇ積 ¥6,800 ¥9,000 ¥11,800 ¥8,000 ¥1,500
TB 2ｔ積･標準 NT450・エルフ ※トラック手配に関するご注意 ¥8,500 ¥11,000 ¥13,500 ¥10,000 ¥2,000

フィールダー・スペイド・フィットシャトル・ウィングロード

中型RV
レガシィ2000・デュアリス
エクストレイル・レガシィ2500・アウトランダー
ムラーノ・ハリアー・ランドクルーザープラド・FJクルーザー

ワゴン車

フリード・シエンタ
ラフェスタJOY・ストリーム・ウィッシュ
オデッセイ・MPV
セレナ・ノア・ステップワゴン・ビアンテ

WC
エルグランド・ヴェルファイア・アルファード・デリカD5

¥14,500 ¥18,500 ¥24,000 ¥15,000 ¥3,000ハイエーススーパーGL・レジアス・スーパーGL
ハイエースグランドキャビン・キャラバン10人乗り

バス
キャラバンNV350コミューター
コースター

輸入車

VWポロ・VWゴルフ・BMW1シリーズ・ミニ・フィアット500
ベンツCクラス・BMW3シリーズ・アウディA4・ボルボV50
ベンツEクラス・BMW5シリーズ
ベンツSクラス(S350)
ボルボV70

全車免責補償料込となりました。万が一の事故の際でも免責金のご負担はなくなります。※NOC(営業補償)は従来通りご負担頂きます。

トラック・冷凍車・福祉車両もお取り扱いございます。
お取り扱い車種

貨物

ADバン・プロボックス
NV100・ハイゼットカーゴ・エブリィバン・ミニキャブバン
NV200・タウンエースバン・ライトエースバン
NV350・ハイエースバン・レジアスバン

トラック
NT100・ハイゼットトラック・ミニキャブトラック
バネットトラック・タウンエーストラック・ライトエーストラ



TD 2ｔ積･ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄ エルフ・デュトロ ･車体ｻｲｽﾞ・荷台寸法の確認をお願い致し ¥12,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥14,000 ¥3,000
TG 4ｔ積 フォワード・レンジ ･車種によっては現行普通免許では運転が ¥16,000 ¥20,500 ¥26,500 ¥16,500 ¥3,500

TAB 2ｔ標準ｱﾙﾐ エルフ・デュトロ ･車種により手配に若干のお時間を頂きま ¥11,000 ¥13,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥2,500
TAC 2ｔﾛﾝｸﾞｱﾙﾐ エルフ・デュトロ ※以下の装備はオプションで手配が可能で ¥12,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥14,000 ¥3,000
TAD 2ｔﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞｱﾙ エルフ・デュトロ ･パワーゲート　　　　　￥２，１６０(日 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥18,000 ¥3,500
TAG 4ｔｱﾙﾐ フォワード・レンジ ･ラッシングベルト　　　￥１，０８０(１ ¥22,000 ¥31,500 ¥35,000 ¥22,000 ¥4,000
TWE 3ｔｳｲﾝｸﾞ車 ¥22,500 ¥23,500 ¥29,000 ¥20,000 ¥4,500
TWG 4ｔｳｲﾝｸﾞ車 ファイター ¥26,000 ¥35,500 ¥40,000 ¥26,000 ¥5,000

TCC 2tｸﾚｰﾝ3段 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥18,000 ¥3,500
TCE 3tｸﾚｰﾝ3段 ¥16,000 ¥22,500 ¥28,000 ¥21,000 ¥4,000
TCG 4tｸﾚｰﾝ3段 ¥18,000 ¥23,500 ¥30,000 ¥22,500 ¥4,000
TCG 4tｸﾚｰﾝ4段 ¥28,500 ¥28,500 ¥35,500 ¥22,500 ¥4,500

TDS 軽ﾀﾞﾝﾌﾟ ¥8,000 ¥9,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥1,500
TDB 2tﾀﾞﾝﾌﾟ ¥12,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥14,000 ¥3,000
T3B 2t3転ﾀﾞﾝﾌﾟ ¥12,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥14,000 ¥3,000
TDE 3tﾀﾞﾝﾌﾟ ¥12,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥14,000 ¥3,000
TDG 4tﾀﾞﾝﾌﾟ ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥18,000 ¥3,500
T3G 4t3転ﾀﾞﾝﾌﾟ ¥16,000 ¥22,000 ¥28,000 ¥20,000 ¥3,500
TDM 9.5tﾀﾞﾝﾌﾟ ¥50,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥55,000 ¥8,000

TWB 2tﾄﾗｯｸ ¥9,000 ¥11,000 ¥14,500 ¥10,000 ¥2,000

TFS 軽冷凍車 ハイゼット冷凍 ※冷凍車の手配に関するご注意 ¥17,000 ¥17,000 ¥22,000 ¥15,500 ¥3,000
TRA 1ｔ冷凍車 ハイエース冷凍車 ･TFS･TRAｸﾗｽの車両は外部電源はござい ¥16,500 ¥20,500 ¥26,500 ¥16,500 ¥3,500
TFA 1ｔ冷凍車 エルフ冷凍車 ･-5℃までの車両は冷凍食品の輸送には不 ¥22,500 ¥22,500 ¥29,000 ¥20,000 ¥4,000
TFB 2ｔ冷凍車 エルフ冷凍車 最低温度の達するまでお時間がかかります ¥25,000 ¥25,000 ¥31,000 ¥20,000 ¥4,000
TFC ２ｔﾛﾝｸﾞ冷凍 エルフ冷凍車など ¥28,500 ¥28,500 ¥35,500 ¥22,500 ¥4,500
TFG 4ｔ冷凍車 ¥45,000 ¥45,000 ¥57,500 ¥35,000 ¥7,000

LCA 車椅子1台 ｽﾛｰ シエンタ・ラクティ ※福祉車両の手配に関するご注意 ¥9,000 ¥10,500 ¥13,500 ¥10,000 ¥2,000
LCB 車椅子1台乗車 セレナ・NV200 ･LCAｸﾗｽの車両は後部より乗り込むﾀｲﾌﾟで ¥12,500 ¥13,500 ¥18,500 ¥13,500 ¥2,500
LCC 車椅子2台乗車 ハイエース・キャラ ･乗車定員は車種により異なります。 ¥22,500 ¥22,500 ¥29,000 ¥20,000 ¥4,000

自走式1 左ｱｸｾﾙ ヴィッツなど ･左ｱｸｾﾙ車は左側にｱｸｾﾙが装備されていま ¥15,000 ¥19,000 ¥24,500 ¥16,000 ¥3,000
自走式2 手ｱｸｾﾙ ラクティスなど ･手ｱｸｾﾙ車は左手だけｱｸｾﾙとﾌﾞﾚｰｷ操作が可 ¥15,000 ¥19,000 ¥24,500 ¥16,000 ¥3,000

フォワード・レンジャー

クレーン

ダンプ

Ｗキャブ

冷凍車

レンジャー冷凍車など

福祉車両



TXE 3t積載車 ¥16,500 ¥20,500 ¥26,500 ¥16,500 ¥3,500
TXG 4t積載車 ¥25,000 ¥25,000 ¥31,000 ¥20,000 ¥4,000
TSA 9m高所作業車 ¥18,000 ¥23,500 ¥30,000 ¥22,500 ¥4,000
TSB ¥25,000 ¥25,000 ¥34,000 ¥20,000 ¥4,000
TSC 4t散水車 ¥18,000 ¥23,500 ¥30,000 ¥22,500 ¥4,000

特殊車両

12m高所作業車


