
ホンダ・ N-BOX 等 トヨタ・ ヴィッツ 等 トヨタ・ プリウス 等

〈ミニクラス〉 〈コンパクトクラス〉 〈ミドルクラス〉 カリテコご利用時に
ＩＣカードが必要です。

ＩＣカード発行料 990円枚1

運転手登録手数料 165円名1

ご利用料金 ( 法人プラン ) 料金は全て税込表記

ご利用方法

※ ご予約時に「交替運転手の登録」を行うことで、会員様間の
運転交替が可能となります。

 ICカード1枚につき複数名の運転手登録が可能です。

※左記の料金にはガソリン代、保険料の他、車両にかかる費用を

含んでいます。

※車両クラス ミニ／軽自動車（N-BOX、ワゴンR等）、

コンパクト／1000cc～1500cc程度の普通車（ヴィッツ、フィット    等）、

ミドル／1500cc～2000ccの普通車とハイブリッド車
（プリウス、フリード 等）

※ご予約1時間前からキャンセル料が発生いたします。

※利用前および利用中に予約変更せず予約時間を超えて使用した

場合、超過料金が発生します。 超過料金は超過した時間分に適用

され、各ご利用料金の倍額となります。

トヨタ・ プリウス

お出かけ先で名鉄協商パーキングをご利用いただければ、
さらなるコスト削減につながります。

ご利用料金は15分187円から!187

おとくな軽自動車（ミニクラス）専用料金を設定！

東海エリアのカーシェアなら

入会 金・月会 費 は0円

トヨタ・プリウスなどのミドルクラス車両から低料金で小回りに便利なミニクラス（軽）車両まで
ステーションごとに豊富な車種をご用意。　

豊富な車種を取り揃え

ガソリン代はすべてご利用料金に含まれているため満タン返しが不要です。
全車保険加入で安心の保償制度とロードサービスも万全です。

ガソリン代・保険料0円0

全車両にETCを搭載、カーナビ完備で快適にご利用いただけます。

ご利用のない月のお支払いは発生しません。

利用料金は月ごとに
一括でお支払い。

4

※WEBからご利用明細の確認、
ダウンロードが可能です。

0
※ ご利用中のカリテコ車両に限ります。一部ご利用いただけない駐車場がございます。

名鉄・JR・名古屋市営地下鉄
電車での移動先から乗れる！

鉄道主要駅そばにもステーションが充実。

知立

刈谷

名鉄一宮

※上記以外の多数の駅周辺にもステーションがございます。

名鉄岐阜

豊橋 浜松金山名古屋

豊田市

東岡崎

名鉄協商パーキングで借りられる

名鉄協商パーキングが
無料でご利用になれます。※

PC・スマホ・携帯から
24時間いつでも簡単予約。

1

最短30分、その後15分単位で
30日先までのご予約が可能。

カードリーダーに
ＩＣカードをかざし、
ドアロックを解除。

2

出発

車内からキーを取り出し、運転開始。

IC

クルマをもとのステーションへ返却

3

ただいまロック

IC

車内にキーを戻して、ＩＣカードをカードリーダーに
かざし、ドアロックを施錠すれば返却完了です。

東海エリア・東京エリア・金沢エリア
全てのステーションで
ご利用いただけます。東海

金沢

東京

距離料金時間料金

0円

11円
1km毎

  1 5分単位 187円
  6時間パック 3,740円

 9時間パック 4,290円

12時間パック 5,280円

18時間パック 6,380円

24時間パック 7,370円

36時間パック 9,460円
48時間パック 11,550円

夜間 ① （18～24） 1,650円

1,650円夜間 ② （24～翌9）
2,200円夜間 ③ （18～翌9）

距離料金

16円
1km毎

209円

4,290円

5,280円

6,380円

7,370円

8,470円

10,560円

12,650円

時間料金

0円

2,200円

2,200円
2,640円

  1 5分単位

  6時間パック

 9時間パック
12時間パック
18時間パック

24時間パック

36時間パック
48時間パック

夜間 ① （18～24）

夜間 ② （24～翌9）
夜間 ③ （18～翌9）

距離料金

16円
1km毎

264円

5,280円

6,380円

7,370円

8,470円

9,460円

11,550円

13,640円

時間料金

0円

2,750円

2,750円
3,190円

  1 5分単位

  6時間パック

 9時間パック
12時間パック
18時間パック

24時間パック

36時間パック
48時間パック

夜間 ① （18～24）

夜間 ② （24～翌9）
夜間 ③ （18～翌9）



〈保険が適用されない場合〉

保険内容

休業補償（ノンオペレーションチャージ）

●飲酒、酒気帯び、無免許、麻薬運転などによる運転者本人の傷害、車両傷害  ●配偶者、父母、子に
対する賠償損害  ●警察への届出および弊社への連絡が無かった場合  ●予約した登録運転者以外の方が
事故を起こした場合  ●事故が相手方の責任によるもの  ●無謀運転（故意による事故など）    ●タイヤの
パンク、バーストおよびホイールキャップの紛失

【重要】事故の場合、相手との示談交渉は全て保険会社が行いますので、当事者同士の示談交渉は 絶対に
行わないでください。保険会社の示談交渉時にトラブルの原因となります。

利用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間にかかわらず、営業補償の一部として以下の補償金を申し受けます。
返却予定のステーションに車両を返却した場合（自走可能な場合）20,000 円
返却予定のステーションに車両を返却できない場合（自走不可能な場合）   50,000 円 +レッカー代等（車両の移動に伴うレッカー代等はお客様のご負担＜実費＞となります。）

安心の補償制度

車両は全車、左表の金額を限度とした保険に加入しています。ただし、補償額を超えたもの、保険約款の
免責事項に該当する事故および貸渡約款に違反する使用、警察の事故証明が取得できない場合の損害は、
全てお客様のご負担となります。
また、利用中の車両盗難（お客様の責に帰すべき事由がない場合は除く）によって生じた損害については、
車両補償の対象外とし、お客様のご負担となります。

対人 1名限度額 無制限

対物 1事故限度額 無制限 ( 免責 0 円 )

車両 1事故限度額 時価額 ( 免責 0 円 )

人身傷害 1名限度額 無制限

検索カリテコ

印鑑証明書

会員登録される方の
運転免許証のコピー

4

商業登記簿謄本または
現在事項証明書の写し

お支払い方法について　

※ 3ヶ月以内に発行されたもの
※ コピーでも可

（表・裏）

個人事業主の場合
確定申告書B（青色申告）の
屋号の入った書類

※ 3ヶ月以内に発行されたもの
※ コピーでも可

※税務署の収受日付印があるもの

クレジットカード 口座振替

3

21

でご利用開始となります。7～10営業日お申し込みから でご利用開始となります。お申し込みから3週間～１ヶ月

ご入会のお申し込み・お問い合わせ
 (受付:平日９時～18時 )

TEL 052-582-2495
名鉄協商株式会社 カーシェア事業部

https://www.cariteco.com

ご入会に必要な書類

法人の場合                    法人印の印鑑証明書
個人事業主の場合          代表者の印鑑証明書

※法人入会には規定の審査がございます。

法人プランのご案内

社有車コストをかしこく縮減。かかる費用は乗車時のご利用料金（15分187円～）のみ！
ビジネス　カーシェア

足りない
繁忙期に社有車が　

「今､クルマが必要なのに社有車がすべて
使われてしまっている！」 例えばそんな時に
お役に立つのが　　　　　です。

社有車がムダに
時
があ
る

余 てっ いる
利用頻度の低いクルマをカーシェアリングに

切り替えることで社有車コストの
見直しにつながります。

0カリテコご利
用時は

名鉄協商パー
キング

駐車料金が

2019年10月現在


