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《ワンデイクーポン》前売り券をご購入いただく方法です。
全国の営業所でご利用になれます。（礼文・利尻・駅レンタカーを除く）

ワンデイクーポン（24時間）　＊2日以上の利用は、日数分の枚数をご購入ください。

＊禁煙車、カーナビが必要な場合はご予約時にお申し込みください。
＊クーポンは基本料金のみです。別途発生する料金は営業所でお支払いください。

　 　

　

そ の 他

会員と登録家族

①下記専用予約センターに車をご予約後、「ぱる新宿」でワンデイクーポンをご購入ください。
②利用当日ワンデイクーポンと免許証をお持ちのうえ、営業所にご提出ください。

利用方法
1会員、各クラスあわせて前期（4月～9月）20枚、後期（10月～翌3月）20枚まで購入できます。申込枚数

利用方法

利用対象

会員と登録家族利用対象

コンビニ 代 引 
ニッポンレンタカー
https://www.nipponrentacar.co.jp

〈標準コース〉

ワンデイクーポン専用予約センター　　0800（300）0919（無料）予　　約

ニッポンレンタカーワンデイ担当　☎ 03（6859）6177問合せ先

　「ぱる新宿」でワンデイクーポンの取り扱いのない車種は、下記の方法で直接ニッポンレンタカー
の『ワンデイスキップ』をご利用ください。

《ワンデイスキップ》専用ホームページからご予約、Web決済を行う方法です。（クーポン不要）
全国の営業所でご利用になれます。（礼文・利尻・駅レンタカーを除く）

インターネットでワンデイスキップ
専用ページにアクセス後、お客様情
報登録（初回のみ）を行います。
＊お客様情報登録時には運転免許証
　が必要です。

お客様専用ページにてレンタカーの
予約とクレジットカードでのお支払
いを済ませます。
＊期限までにお支払いがない場合、
　ご予約は自動取消しとなります。

出発当日、
運転免許証をお忘れなく
お持ちください。

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/
ID:7803 PASSWORD:38507（半角で入力）

インターネット
限定

２時間前まで
申込ＯＫ

クレジットカード
決済

クラス ＊車　種（代表例） クーポン料金 備　考

エコ車
E-N（S-A） デミオクリーンディーゼル 6,300

【S-A/E-N・E-S/E-W・E-B/S-W】
は共通券です。
＊左記クーポン料金には「ぱる新宿」の補助がついています。
＊「ぱる新宿」で取扱いのないクラスは、下記の方法でご利用
　ください。
＊ワゴンクラス（W-A・W-B）はハイシーズン期間中 2,160 円
　（税込 / 日）の割増料金をご利用当日営業所で別途お支払い
　ください。詳細は予約時にご確認ください。

E-S（E-W） アクア 6,700
E-W（E-S） シャトルハイブリッド 6,700
E-B（S-W） プリウス 7,200

乗用車
S-S フィット　スイフト 5,500
S-A（E-N） カローラ　インプレッサ 6,300
S-C マークＸ　 9,300
S-W（E-B） ウィングロード　カローラフィールダー 7,200

ミニバン W-H プレマシー　ウィッシュ 8,500

ワゴン W-A ステップワゴン（8 人乗り） 12,100
W-B ハイエース（10 人乗り） 14,600

トラック R-D 2 トンアルミトラック 11,600

（円 / 税込）

トラベル

ト
ラ
ベ
ル
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【料金表】（2019年1月現在）　1日(24時間)料金　金額単位：円(税込)

＊支払期限
　・出発の7日前までにクレジットカードでお支払いください。出発予定日まで7日を過ぎている場合、
　   予約操作当日にお支払いください。（期限までにお支払いがない場合、ご予約は自動取消しとなり
　　ます。）
＊予約の変更
　・お客様専用ページ内にある「変更」ボタンより予約変更を行います。空車状況によっては変更をお
 　  受けできない場合があります。
　・お支払い済みの予約を変更する場合、利用金額に変更がありましたら再度お支払い手続きをお願い
　   いたします。
＊予約の取消し
　・お客様専用ページ内にある「取消」ボタンにより予約取消しを行います。
　・予約を取消す場合、下記の予約取消し手数料を申し受けます。（予約取消手数料には消費税はかか
   　りません。また、予約操作当日の取消しについては予約取消手数料を申し受けません。）

＊営業所でのお支払い
　・ご出発当日に利用金額が変更となった場合の差額は、営業所でお支払いいただきます。
   　（現金・クレジットカード・電子マネー）

問合せ先 ニッポンレンタカーワンデイ担当　☎03（6859）6177

そ の 他

・後日回答オプションは、即時に予約が完了せず、翌営業日（土・日・祝日を除く）に予約可否と料金をご連絡いたします。
利用予定時間の 2 時間前まで予約が可能です。

・Y-A・Y–C・W–A・W–B・W–C・W–E クラスは割増料金適用期間中、別途 2,160 円 / 日の割増料金がかかります。なお、
出発日が割増料金適用期間中の場合、帰着日まで割増料金が適用されます。（割増料金適用期間に関しては、ワンデイ
スキップホームページの TOP 画面にある「料金表」またはワンデイ担当までご確認ください。）

・連続 7 日間ご利用の場合は 6 日分の基本料金でご利用いただけます。
・トラックを運転される場合、下記の免許が必要となりますので、ご注意ください。
　T-C・R-D クラス：5t 限定準中型免許以上　
　T-D・R-E クラス：準中型免許以上　
・上記車種の配備状況は、地域により異なる場合があります。
・この料金は予告なく変更する場合があります。
・その他貸渡しに関する一切は、ニッポンレンタカーの「貸渡約款」に基づきます。

クラス 車種例
一般料金 ワンデイ

スキップ料金通常期 ﾊｲｼｰｽﾞﾝ ﾊｲｼｰｽﾞﾝ（北海道）

　

E-N  ﾃﾞﾐｵｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 9,720 10,692 12,420 7,344

E-S  ｱｸｱ 10,260 11,340 12,636 7,776

E-W  ｼｬﾄﾙ HEV 10,800 11,880 12,960 7,776

E-B 【車種指定】ﾌﾟﾘｳｽ 11,880 13,068 14,256 8,316

E-C 【車種指定】新型プリウス 12,960 14,256 15,552 8,748

乗
用
車

S-S  ﾌｨｯﾄ / ｽｲﾌﾄ 8,100 8,964 11,340 6,480

S-A  ｶﾛｰﾗ / インプレッサ 9,720 10,692 12,420 7,344

S-W  ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ / ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ 10,800 11,880 12,960 8,316

S-C  ﾏｰｸ X 15,120 16,632 18,900 10,692

S-D  ｸﾗｳﾝ 27,000 29,700 36,180 16,200

J-I
【車種指定】　ﾚｳﾞｫｰｸﾞ
（４WD・ｱｲｻｲﾄ標準
装備）

16,200 17,820 20,304 11,448

クラス 車種例
一般料金 ワンデイ

スキップ料金通常期 ﾊｲｼｰｽﾞﾝ ﾊｲｼｰｽﾞﾝ（北海道）

ミ
ニ
バ
ン
／
ワ
ゴ
ン

W-H  プレマシー / ｳｨｯｼｭ　（7 人乗） 12,960 14,256 15,120 9,720

※ W-A  ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　（8 人乗） 20,520 22,572 27,000 13,608

※ W-B  ﾊｲｴｰｽ　（10 人乗） 23,760 26,136 31,320 16,092

※ W-C  ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ　（8 人乗） 27,000 29,700 35,100 16,524

※ W-E  ﾊｲｴｰｽグランドキャビン（10 人乗） 27,000 29,700 35,100 16,524

※Ｙ-A  ｳﾞｫｸｼｰ / ﾉｱ HEV　（7 人乗） 22,680 24,948 29,808 15,012

※Ｙ-C  ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ HEV　（7 人乗） 30,240 33,264 39,312 19,116

バ
ン

V-A  ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ / AD ﾊﾞﾝ 10,260 7,128

D-B  ﾎﾞﾝｺﾞﾊﾞﾝ 11,340 8,856

D-D  ｷｬﾗﾊﾞﾝﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ 15,660 11,448

ト
ラ
ッ
ク

T-C  2 ﾄﾝ平ﾄﾗｯｸ 15,120 10,260

T-D  2 ﾄﾝﾛﾝｸﾞ平ﾄﾗｯｸ 19,440 12,744

R-D  2 ﾄﾝｱﾙﾐﾄﾗｯｸ 19,440 13,176

R-E  2 ﾄﾝﾛﾝｸﾞｱﾙﾐﾄﾗｯｸ 23,760 16,200

予約取消
手数料

出発日の 7 日前 無料

6,000 円を限度とします出発日の 6 日前～ 3 日前 基本料金の 20％
出発日の２日前～前日 基本料金の 30％
出発日の当日 基本料金の 50％

エ
コ
カ
ー

ト
ラ
ベ
ル
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日産レンタカー
https://nissan-rentacar.com

全国のタイムズカーレンタルでご利用になれます。ご利用の30分前までWEB受付可能です。
会員と登録家族
①インターネット　タイムズカーレンタルの「ぱる新宿」会員専用サイトよりご予約ください。
　ホームページアドレス：https://rental.timescar.jp/
②利用当日、利用店舗にて料金をお支払いください。

利用方法
利用対象

タイムズカーレンタル
https://rental.timescar.jp/　

0120（63）5656問合せ先

＜ノンオペレーションチャージ（NOC）＞　            

車種により最大 49％レス！全国の日産レンタカー店舗がご利用いただけます。
会員と登録家族

　　　　

【24H料金・延長１H料金あり。免責補償付】

電話予約：①下記予約センターに「ぱる新宿」の会員であることと、お客様ID「BR4632」
　　　　　　を告げてご予約ください。（営業所では、予約できません。）
　　　　　　ご予約の際に、利用日・クラス（車種）・利用店舗・禁煙or喫煙・利用人数・
　　　　　　その他（チャイルドシート等）の内容をお伝えください。
インターネット：①日産レンタカーホームページ https://nissan-rentacar.com の「法人会
　　　　　　員窓口」からログイン。お客様ID「BR4632」、パスワード「0332082311」
　　　　　　を入力し、予約画面からご予約ください。
　　　　　②利用当日、利用店舗にて料金をお支払いください。

＊この他の車種もあります。日産レンタ
　カー予約センターにお問い合わせくだ
　さい。
＊左記料金には、免責料金（1,080 円）
　が含まれています。
＊万一、事故・盗難・汚損・臭気・借受
　人または運転者の責に帰すべき事由
　による故障等により、当社がそのレ
　ンタカーを利用できない場合には、修
　理期間中の休業補償の一部として左記
　料金（ノンオペレーションチャージ
 （NOC））を申し受けます。

利用方法
利用対象

 日産レンタカー予約センター　　 0120（00）1767（無料）
〈受付時間〉　平日　8：00～ 20：00　土日祝　9：00～18：00（年中無休）

予約・問合せ先

タイプ クラス ＊代表車種（例） 会員料金 一般料金

乗用車
P1 マーチ 6,480 8,856
P2 ノート 7,020 9,612

PH2 ノート e-POWER 7,560 11,124

ワゴン車
W4 セレナ 14,040 21,816
W6 エルグランド 17,820 28,944

RV 車 RV1 X トレイル 10,908 17,496

商用車
V1 AD バン 6,264 11,232
C1 バネットバン 7,776 12,312

【24H 料金】　　       　
タイプ クラス ＊代表車種（例） 会員料金 一般料金

乗用車

K-0 ムーヴ・ワゴン R 4,500 6,000
C-1 デミオ・ノート・スイフト 5,500 7,000
C-2 アクセラ 1500cc 6,500 8,500
C-3 プリウス 9,000 12,000

ミニバン W-2 プレマシー 9,500 12,000

ワゴン車 W-4 セレナ・ビアンテ（8 人乗り） 13,000 18,000
W-6 ハイエース・キャラバン（10 人乗り） 14,500 22,000

＊この他の車種もあります。（ハイブリッド車もあります）
＊一般料金は、地域・季節により変動します。

 （円／税別）

（円 / 税込）

レンタカーで自走し、返却予定営業所に返車された場合 20,000

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 50,000

（円、非課税）

ト
ラ
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ル
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～タイムズカープラスの利用方法～

タイムズカープラスとは・・・

～料金～

会員と登録家族
①インターネット　タイムズカープラスのサイトより、タイムズカープラスにご入会ください。
　（運転免許証・クレジットカードの情報入力必須。）
　【申込サイト】https://plus.timescar.jp/sp39691
②入会申込後、約2週間で「タイムズカープラス会員カード」が送付されます。
③カード到着後、全国のタイムズカープラスがご利用可能になります。

利用方法
利用対象

①パソコン・スマートフォンから予約（24時間いつでもOK！予約完了の3分後から利用が可能に。）
②利用当日「タイムズカープラス会員カード」を利用する車両にかざしてください。
③ドアロックが解除されます。車両内にあるキーを取り出しご利用ください。
④キーをさしてドライブスタート。
＊ガソリンが半分程度になりましたら、車両内にある給油カードで給油をしてください。
　また、クルマの汚れが気になるようであれば水洗いをお願いします。

借りる

①出発した駐車場に戻してください。※乗り捨てはできません。
②キーを所定の場所に戻してください。
③「タイムズカープラス会員カード」をドアにかざして施錠してください。

返　す

カード発行手数料　無料（一般料金　1,550円（１人／１枚））
月額利用料金　3か月0円（一般料金　1,030円／月）

割引内容

問合せ先

タイムズカープラス（カーシェアリング）

0120（20）5037（24ｈ可）

◇全国でクルマが借りられるカーシェアリング「タイムズカープラス」。圧倒的なステーション数と
　車両台数。家の近くや旅行先などでご利用可能です！ガソリン代・保険料込みで15分単位から！
　パソコンやスマートフォンから簡単予約！24時間365日いつでもご利用できます！タイムズカー　
　プラスであなたの暮らしをちょっぴりプラスにしてみませんか。

利用料金　 ベーシック プレミアム 距離料金
ショート利用料金 15 分／ 206 円 15 分／ 412 円 なし

パック利用料金
６時間パック 4,020 円／回
12 時間パック 6,690 円／回   16 円×走行距離（㎞）24 時間パック 8,230 円／回

＊上記以外にアーリーナイトパック等があります。
＊料金は変更になる場合がございます。最新情報は、公式サイト（https://plus.timescar.jp/）を
　ご確認ください。

　 会員料金 一般料金
カード発行手数料 無料 1,550 円
月額基本料金 3 か月 0 円 1,030 円
利用料金 利用分 利用分
＊料金は、クレジット払いのみとなります。

ト
ラ
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会員と登録家族
①下記お客様センターに「ぱる新宿」の会員であることを告げてご予約ください。
②乗船券購入の際、会員証を呈示し料金をお支払いください。

竹芝客船ターミナル ・ 横浜大桟橋 ・ 熱海港 ・ 東海汽船の各支店、営業所購入場所

東海汽船お客様センター　☎03（5472）9999
〈受付時間〉9：30～20：00　年中無休

利用方法
利用対象

会員証 東海汽船
https://www.tokaikisen.co.jp

割引内容

＊航路、料金、その他の割引等については、下記お客様センターに
　お問い合わせください。

予約・問合せ先

釣り船および屋形船が割引でご利用になれます。

会員と登録家族

利用当日、施設窓口に会員証を呈示し割引料金を
お支払いください。

釣乗合船　　　　　　… 一般料金の
屋形船（貸切15人以上）　　… 1人 
（一般料金 1人 10,000円）

 船宿 佃折本　☎03（3531）2221
〈 所 在 地 〉中央区佃1－5－3
〈 休 業 日 〉・釣乗合船は火曜日（祝日は営業）
　　　　　　 ・屋形船は無休

都営大江戸線・東京メトロ有楽町線「月島駅」6番出口徒歩3分交  通

予約・問合せ先

割引内容

利用方法

利用対象

1,000円引
1,000円引

船宿 佃折本
http://489.o.oo7.jp/orimoto/

会員証 

対 象 航 路 割引内容

○東海汽船全航路・全等級
○東海汽船企画旅行（旅行代金）
○東京湾納涼船乗船料

   10％引

＊割引適用は
　東海汽船窓口に
　限ります。

ト
ラ
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ル
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要会員証呈示

会員番号

会員氏名

利用補助券
（はとバス・シンフォニークルーズ）

会員番号、会員氏名を必ずご記入ください

補助額 大人
小人

1,500円
1,000円

＊区分に のないものは無効

ご利用の施設に をつけてください

はとバス

シンフォニークルーズ

＊コピー不可

(公財)新宿区勤労者・仕事支援センター
新宿区新宿7-3-29 03（3208）2311

有効期間
補助対象出発日

2019年4月1日～2020年3月31日

平成31年度

2019年4月1日～2020年4月30日

　下記利用対象施設でご利用になれる共通の利用補助券です。
会員と登録家族
大人1枚 1,500円分 小人1枚 1,000円分
（各利用対象施設あわせて1会員 年度内10枚）

2019年4月1日～2020年4月30日
＊申し込みと代金の支払いが2020年3月31日までの旅行に利用できます。

補助対象出発日

巻末『施設利用券綴り』の利用補助券に必要事項を記入し、ご利用の施設
に会員証を呈示のうえ、利用補助券を提出し料金をお支払いください。
＊「小人」の区分は、登録家族に小人の対象になる方がいない場合は利用できません。
＊巻末『施設利用券綴り』の利用補助券は、再発行できません。

利用方法

補 助 額
利用対象

はとバス・シンフォニークルーズ利用対象施設

はとバス・シンフォニークルーズ利用補助券について

①下記予約センターに「ぱる新宿」の会員であることを告げてご予約ください。
②利用当日、日の出埠頭営業所で会員証を呈示のうえ
利用補助券を提出し、乗船券をご購入ください。

シンフォニー予約センター ☎03（3798）8101　
〈受付時間〉 10：00～19：30　年中無休

利用方法

東京ベイ・クルージングレストラン　シンフォニー
https://symphony-cruise.co.jp

予約・問合せ先

割引内容

会員証 
補
助
券

はとバス予約センター ☎03（3761）1100　
〈受付時間〉 8：00～20：00　年中無休

①下記予約センターへ「ぱる新宿」の会員であることを告げてご予約ください。
②はとバス営業所で会員証を呈示のうえ利用補助券を提出し、料金をお支払いください。
　料金のお支払いは現金のみです。詳しくは下記予約センターへお問い合わせください。

利用方法

はとバス
https://www.hatobus.co.jp/

＊各コース1人3,000円以上の商品に限ります。＊会員1人につき、同伴者3名まで割引可
＊適用除外コースもあります。

予約・問合せ先

割引内容

会員証 
補
助
券

見 本見 本

＊食事の内容等詳細は、予約センターへお問い合わせください。（他のコースもあります。）
＊会員1人につき同伴者4名まで利用可
＊上記はセットコース（乗船料・料理・サービス料・消費税込み）の 10％引後の料金です。

コース カタログコード 割引率（一般料金から）

定期観光コース A・Ｂ・Ｃ

5％引募集型企画旅行日帰りコース Ｒ・Ｈ

募集型企画旅行宿泊コース Ｐ・Ｗ・Ｆ

個人利用 割引内容（一般料金から） 団体利用 割引内容（一般料金から）

セットプラン 10％引 団体プラン 10％引

航海時間 フランス料理 イタリア料理 バイキング
ランチクルーズ 11：50 ～ 14：00 5,760～ 5,400 5,400

サンセットクルーズ 16：20 ～ 18：20 7,560～ 5,760 5,760

ディナークルーズ 19：00 ～ 21：30 9,360～ 7,560 7,560

アフタヌーンクルーズ 15：00 ～ 15：50 ティータイムプラン  1,890 ～

2018 年 11 月 1 日現在（円 / 税込）

ト
ラ
ベ
ル


