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《ワンデイクーポン》全国店舗で1日料金を最大55%引きでご利用になれる
チケットを「ぱる新宿」で購入できます。（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。

＊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
チケット購入日より6カ月有効期限
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。（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:  PASSWORD: （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-S アクア 6,800

＊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 2,200 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。

乗用車

S-S フィット　スイフト 5,600
S-A カローラ　インプレッサ 6,400
S-C マーク X 9,500
S-W ウィングロード　カローラフィールダー 7,300

ミニバン W-K シエンタ 8,600

ワゴン
W-A ステップワゴン（8 人乗り） 12,300
W-B ハイエース（10 人乗り） 14,900

トラック R-D 2 トンアルミトラック 11,800

（円 / 税込）

トラベル

ト
ラ
ベ
ル
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【料金表】（2022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

◆ワゴン車クラス（※ Y-C、W-A、W-B、W-C、W-E）は、割増料金適用期間中 2,200 円 / １日の割増料金をいただきます。
◆基本の 24 時間を超えるご利用の場合、超過時間によって「24 時間料金」または「以後 1 時間毎」のいずれかお安い

料金を適用いたします。
◆連続 7 日間のご利用の場合は 6 日分の基本料金でご利用いただけます。
◆ 4WD 車指定の場合は、1 日あたり 1,650 円の追加料金が必要になります。（J-I クラス除く）
◆超過料金等、営業所で発生した追加費用は現地でのご精算となります。
◆上記車種の配備状況は、地域により異なります。
◆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。
◆クラス毎の排気量は目安で、実際には多少前後する場合がございます。
　　　

クラス 車種例
一般料金 ワンデイ

スキップ料金オフシーズン ハイシーズン ハイ（北海道）

軽
K-A ワゴン R　ムーヴ 6,820 7,480 10,120 5,610
K-B 【車種指定】N-BOX 7,150 7,920 10,450 5,940

乗
用
車

S-X 5 人乗り乗用車
おまかせクラス 7,150 7,920 10,450 5,940

S-S フィット　スイフト 8,250 9,130 11,550 6,600
S-A カローラ　インプレッサスポーツ 9,900 10,890 12,650 7,480
S-W カローラフィールダー ウイングロード 11,000 12,100 13,200 8,470
S-C マークＸ 15,400 16,940 19,250 10,890
S-D クラウン 27,500 30,250 36,850 16,500
J-I 【車種指定】レヴォーグ

（4WD・アイサイト標準装備） 16,500 18,150 20,680 11,660
E-S アクア 10,450 11,550 12,870 7,920
E-C 【車種指定】プリウス 13,200 14,520 15,840 8,910

※ Y-C アルファードハイブ
リッド（7 人乗り） 30,800 33,880 40,040 19,470

クラス 車種例
一般料金 ワンデイ

スキップ料金オフシーズン ハイシーズン ハイ（北海道）

ワ
ゴ
ン

W-K 【車種指定】シエンタ（6-7 人乗り） 13,200 14,520 15,400 9,900
※ W-A ステップワゴン（8 人乗り） 20,900 22,990 27,500 13,860
※ W-B ハイエース（10 人乗り） 24,200 26,620 31,900 16,390
※ W-C アルファード（8 人乗り） 27,500 30,250 35,750 16,830
※ W-E ハイエースグランドキャビン（10 人乗り） 27,500 30,250 35,750 16,830

バ
ン

V-A プロボックスバン　AD バン 10,450 7,260
G-H 【車種指定】N-VAN（軽・禁煙） 7,700 5,940
D-B ボンゴバン 11,550 8,250
D-D ハイエースロングバン　キャラバンロングバン 15,950 11,660

ト
ラ
ッ
ク

T-H キャリイ 7,700 5,940
T-S ボンゴ（850㎏〜 1.15t） 9,350 7,150
T-C 2 トン平ボディートラック 15,400 10,450
R-D 2 トンアルミトラック 19,800 13,420

R-E 2 トンロング / ワイドロング
アルミトラック 25,850 18,150

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

＜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「 」
　　　　　　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」からログイン。お客様ID「 」、パスワード「 」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。

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

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/af/5000107689/
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

https://rental.timescar.jp/af/5000107689/

＊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（1,100 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。

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 6,600 9,020
P2 ノート 7,150 9,790

PH2 ノート e-POWER 7,700 11,330

ワゴン車
W4 セレナ 14,300 22,220
W6 エルグランド 18,150 29,480

RV 車 RV1 X トレイル 11,110 17,820

商用車
V1 AD バン 6,380 11,400
C1 バネットバン 7,920 12,540

（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
ベ
ル
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①下記【申込サイト】より、「クイック入会」もしくは「インターネット入会」でご入会ください。
※「クイック入会」はウェブで申し込んだ後、店舗に会員カードを受け取りに来店いた　
　　だく入会方法です。
　※「インターネット入会」はご入会手続きをすべてウェブで完結させる入会方法です。
　　　【申込サイト】https://share.timescar.jp/sp39691
②会員カードが発行されます。
※「クイック入会」は店舗での手続き完了後に発行いたします。
　※「インターネット入会」は必要書類受領後、最短5営業日で
　　ご登録の住所へ発送いたします。
③会員カードがお手元に届き次第、全国のタイムズカーがご利用いただけます。

受付時間：月～金　9：00～19：00
土・日・祝日および年末年始は休日

入会方法
会員と登録家族利用対象

カード発行手数料　無料（一般料金　1,650円（１人／１枚））
月額利用料金　3か月0円（一般料金　  880円／月）

割引内容

問合せ先 0120（20）5037（24ｈ可）

問合せ先 0120（20）5037　

タイムズカー
https://share.timescar.jp/

～タイムズカーの利用方法～

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洗車をお願いします。

借りる

①出発した駐車場に戻してください。
②キーを所定の場所に戻してください。
③「タイムズカー会員カード」をドアにかざして施錠してください。

返　す

料金
カード発行手数料 無料（通常1,650円（1人/1枚）
月額基本料金 3 か月 0円（通常880円/月）
利用料金 利用分のみ

＊料金は、クレジット払い
　のみとなります。

利用料金

車種クラス
距離料金

ベーシック ミドル プレミアム
時間料金 220円 /15 分 330 円 /15 分 440 円 /15 分 なし

最大時間

料金

６時間まで 4,290 円 6,490 円 8,690 円

16円×

走行距離（㎞）

12時間まで 5,500 円 7,700 円 9,900 円
24時間まで 6,600 円 8,800 円 12,100 円
36時間まで 8,800 円 11,000 円 17,600 円
48時間まで 9,900 円 13,200 円 20,900 円
72時間まで 14,300 円 18,700 円 27,500 円

車種クラス
距離料金

ベーシック ミドル プレミアム
時間料金 220円 /15 分 330 円 /15 分 440 円 /15 分 なし

最大時間

料金

６時間まで 4,290 円 6,490 円 8,690 円

16円×

走行距離（㎞）

12時間まで 6,490 円 8,690 円 13,090 円
24時間まで 8,690 円 11,990 円 18,590 円
36時間まで 11,990 円 16,390 円 25,190 円
48時間まで 14,190 円 19,690 円 30,690 円
72時間まで 20,240 円 28,490 円 43,890 円

　“ いつでも・どこでも ”クルマが使える「タイムズカー」。圧倒的なステーション数と車
両台数。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！家の近くや旅行先などで 24時間 365日いつでもご利用できます！
（「タイムズカーシェア」は「タイムズカー」に名称変更しました。）

変更ありません。
カード発行手数料　無料（一般料金　10/1～　1,650円（1人/1枚））
月額利用料金　　　３か月０円（一般料金　10/1～　880円/月）
利用料金　　　　　利用分

割引内容

10/1～

＊ご利用に関する詳細については、『ぱる新宿ガイド2019』P51をご覧ください。
＊上記以外にナイトパックがあります。詳細は、公式サイトにてご確認ください。　

そ の 他

消費税率引き上げに伴い、下記のとおり、10月１日から料金体系が変更になります。　

タイムズカーシェア（旧タイムズカープラス）料金体系の変更についてお知らせ

https://share.timescar.jp/

https://share.timescar.jp/sp39691

カード発行手数料　通常1,650円（1人/1枚）→ 無料
月額利用料金　通常880円/月 → 3ヵ月0円

割引内容割引内容 ト
ラ
ベ
ル
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　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）

2022年4月1日～2023年4月30日
＊申し込みと代金の支払いが2023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〉 10：00～18：30　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〉 9：00～18：00　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もしくはクレジットカードとなります。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。

2022年4月1日～2023年3月31日

要会員証呈示

会員番号

会員氏名

令和4年度
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 してください。 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
2022年4月1日～2023年4月30日補助対象出発日

見 本

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）

レストラン基本セットプラン 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 6,120 ～ 5,760 5,760
サンセットクルーズ 16：20 〜 18：20 7,920 ～ 6,120 ー
ディナークルーズ 19：00 〜 21：30 9,720 ～ 7,920 ー
アフタヌーンクルーズ 15：00 〜 15：50 ティータイムプラン  1,980 ～

  　　2022 年 1 月現在（円 / 税込）
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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

はとバス予約センター ☎03（3761）1100
＊予約センターの営業時間は変更の場合があります。
　はとバス公式HPよりご確認ください。
〈受付時間〉 9：00～17：30　年中無休

＊今後内容が変更になる場合があります。

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もしくはクレジットカードとなります。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

くは下記予約センタ

割引可

期間限定の「はとバス　特別補助」でもっとお得に！！！

年に１回（予定）、期間限定で、会員と登録家族がさらに割引となる
特別補助を実施しています！
詳細は、会報誌「ぱる新宿ニュース」でご案内します！

2022
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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〉9：30～18：00　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

ポケカル日帰りツアー（国内旅行）に10％引きで参加できます。

会員と登録家族

国内のポケカル日帰りツアーが10％割引
＊チケット・代行販売商品は対象外となります。

 ポケカル予約センター　☎03（5652）7020
〈受付時間〉9：00～13：00　年中無休

予約・問合せ先

割引内容

利用方法

利用対象

ポケットカルチャー
http://www.poke.co.jp/af/1510/index.html

会員証 

http://www.poke.co.jp/af/1510/index.html か ら ポ ケ カ ル
ホームページにアクセスいただくと割引適用でご利用いただけます。
＊お支払方法は、クレジットカード決済または払込票払い（コンビニ
払い、ゆうちょ銀行払い）をお選びいただきます。

http://www.poke.co.jp/af/1510/index.html

電話の場合
①下記予約センターに「ぱる新宿」の法人 ID「 」を告げてご予約下さい。
②予約センターの案内に従って旅行代金を事前にお支払いください。
＊お支払方法は、払込票払い（コンビニ払い、ゆうちょ銀行払い）または、銀行から
の振込をお選びいただきます。
インターネットの場合

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。
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