
☆関西大学生協特別料金☆　関大生協でお申込みされる方だけの限定料金です

■乗用車・ハイブリッド//車種指定の場合（２４時間）￥1,100プラス
料金クラス ｴｺﾉﾐｰ（C1) ｴｺﾉﾐｰﾌﾟﾗｽ(C2) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(C3) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗｽ(C4)

ヴィッツ アクア・アクシオHV プリウス・プレミオ カムリHV
ヤリス ヴィッツＨＶ・ヤリスHV フィールダーHV
アクシオ(1.3L) カローラフィールダー 新型カローラHV

タンク 新型カローラ 新型カローラツーリングHV

ルーミー 新型カローラツーリング

1日料金 ¥5,280 ¥6,600 ¥8,690 ¥12,320
2日料金 ¥10,560 ¥13,200 ¥17,380 ¥24,640
超過料金（1H） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,650 ¥2,750
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
W安心プラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

■ワゴン　//車種指定の場合（２４時間）￥1,100プラス　※W2ｸﾗｽは車種指定がない場合乗車定員は分かりません

料金クラス W１クラス W２クラス W３クラス W４クラス
WISH NOAH アルファ－ド ﾊｲｴｰｽｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ

シエンタ7人乗り エスクァイア 10名乗り

（ｶﾞｿﾘﾝ・HV)） (ｶﾞｿﾘﾝ8人乗・HV7人乗)

1日料金 ¥9,680 ¥12,540 ¥17,160 ¥18,150
2日料金 ¥19,360 ¥25,080 ¥34,320 ¥36,300
超過料金（1H） ¥1,650 ¥2,200 ¥2,750 ¥2,970
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
W安心プラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

■スポ－ツカ－・SUV　//車種指定の場合（２４時間）￥1,100プラス
料金クラス SP1 SUV1 SUV2 SUV3

ハチロク（AT・ＭＴ) ＲＡＩＺＥ C-HR(ガソリン) ハリア－
ＧＲヤリス(1.5L　ＡＴ)ヤリスクロス ＲＡＶ４ ランクルプラド

1日料金 ¥11,770 ¥11,000 ¥12,650 ¥16,280
2日料金 ¥23,540 ¥22,000 ¥25,300 ¥32,560
超過料金（1H） ¥2,200 ¥2,420 ¥2,420 ¥2,970
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
W安心プラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

◎お得な無料サービス時間設定あります　（予約時にお申し出下さい)
　１日料金で最大39時間ご利用頂けます！（下記参照）※免責補償料は24時間計算となります。

　　　　　　　貸出前日 返却翌日　

　18時以降　　 　　08時 20時 　　　　　　　09時まで

（無料） （無料）

●営 業 所 江坂店 営業時間 
江坂駅前店  営業時間 

＊チケット注意＊　　 レンタカークーポン（予約申込書）は必ず当日営業所にてご提出ください
紛失された場合は再発行手数料として￥2,200をいただきますのでご注意ください

2021/4/1

****　ご利用日　****

０８：００〜２０：００
０８：００〜２０：００

トヨタレンタカー 通常学割パック　

車　種　名

車種

車種

****　ご利用日　****

サ－ビス時間 　　　　　サ－ビス時間

・ＥＴＣカードレンタル1貸出/￥３３０

・ＪＡＦ会員証レンタル1貸出/￥５５０

予約時にお申込み下さい（事前申し込み営業所払い）

◎ＥＴＣのご利用金額はご返却時に精算致します。



■バン　//車種指定の場合（２４時間）￥1,100プラス　
料金クラス Ｖ１クラス Ｖ２クラス Ｖ３クラス

プロボックスバン タウンエ－スバン ﾚｼﾞｱｽｴｰｽﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ 　※V3ｸﾗｽは車種指定がない場合

サクシードバン ライトエースバン (6人乗、9人乗) 　乗車定員は分かりません

（指定不可） （指定不可）

1日料金 ¥6,270 ¥6,710 ¥9,020
2日料金 ¥12,540 ¥13,420 ¥18,040
超過料金（1H） ¥1,100 ¥1,320 ¥2,200
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
W安心プラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

■トラック　//車種指定不可
料金クラス T1クラス T2クラス T3クラス T4クラス

タウンエ－ストラック ダイナ標準（2ｔ) ダイナロング(2ｔ) アルミロング
（０．８ｔ) アルミ標準(2ｔ) (ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付3ｔ）

1日料金 ¥5,830 ¥7,150 ¥10,670 ¥15,070
2日料金 ¥11,660 ¥14,300 ¥21,340 ¥30,140
超過料金（1H） ¥1,100 ¥1,650 ¥2,200 ¥2,200
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥2,200 ¥2,200
W安心プラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥2,750 ¥2,750

● 江坂店 ・豊津駅より徒歩約10分 ● 江坂駅前店・江坂駅8出口より徒歩約２分
 吹田市江坂町１－１１－１０  吹田市江の木町１－１１
 営業時間 ０８：００〜２０:００    営業時間 ０８：００〜２０:００ 

●免責補償料、補償内容 ●W安心プラン
対人補償： １名につき無制限 基本の補償に保険の自己負担額とノンペレーションチャージの

対物補償： 1事故につき無制限　（免責5万円） 2つのお支払いの免除を加えてお客様の万一に備えます

車輌補償： 1事故につき時価まで（免責5万円）

人身傷害: １名につき3,000万円まで

●予約取消料
ご予約を取消しされる場合は右記の予約取消し手数料を 乗車の７日前

申し受けます。 6～3日前

予約乗車時間を１時間以上または営業時間を過ぎても 2～前日

ご連絡のない場合は、予約取消しとみなしますのでご了承下さい 当日

● レンタカーお支払い方法・・・
レンタカー料⾦、⾞種指定料⾦は⽣協トラベルでお支払い下さい。
免責補償料、ＥＴＣカード、ＪＡＦ会員証貸出し料⾦は営業所お支払いとなります。
お申込時に全額お支払い下さい。
＊カードでのお支払いは、⽣協visaカード(KU-COOPVISAカード)
のみとなります。

2021/4/1

基本料金の５０％

車種

車種

無　料

基本料金の２０％

基本料金の３０％



★neｗ★　関大生協限定プラン！

　　 日本全国どの営業所でも
予約可能です!!(利尻・礼文除く)

　　　～全国から営業所を選べるので旅先でのご利用もＯＫ！～

　　　免責補償料【フルサポートプラン】込みなので安心！
　　　～事前に保険料をお支払いしてるので当日の手続きはスムーズに！～
■乗用車　

料⾦クラス P0 P2 PH2 PH８ ＲＶ1
デイズ  ノート  ノート スカイライン エクストレイル
(軽⾃動⾞)   e-POWER ハイブリット (4WD標準)
(定員：４⼈) (定員：5⼈) (定員：5⼈) (定員：5⼈) (定員：5⼈)

６時間まで \6,090 \6,510 \7,350 \13,180 \10,450
１２時間まで \6,300 \7,140 \8,390 \18,570 \12,930
２４時間まで \7,870 \8,600 \10,060 \22,420 \15,400
以後１⽇につき \6,820 \7,140 \8,390 \17,030 \12,430

■ワゴン・バン
料⾦クラス Ｗ４ ＷＨ４ Ｗ６ Ｃ1 Ｃ２

セレナ  セレナ エルグランド NV200 NV350
e-POWER バネットバン キャラバンバン

(定員：８⼈) (定員：７⼈) (定員：８⼈) (定員：5⼈) (定員：6⼈・9⼈)
６時間まで \13,620 \14,810 \12,950 \7,190 \9,960
１２時間まで \14,610 \15,900 \16,420 \9,170 \12,930
２４時間まで \19,360 \21,340 \20,270 \10,650 \14,910
以後１⽇につき \14,610 \15,900 \17,150 \8,280 \11,440

　 免責補償【フルサポートプラン】
・保険補償内容・ 対人補償： １名につき　無制限（自動車損害賠償責任保険を含む）

対物補償： 1事故につき　無制限　（免責額0 円）

車輌補償： 1事故につき　車両時価額まで（免責額0円）

人身傷害補償： 搭乗者の死亡、後遺障害、傷害 １人当たり　5,000万円を限度

ノン・オペレーションチャージ(NOC)　免除

●予約取消料
ご予約を取消しされる場合は右記の予約取消し手数料を 乗⾞の７⽇前  無 料
申し受けます。 6〜3⽇前 基本料⾦の２０％
予約乗車時間を１時間以上または営業時間を過ぎても 2〜前⽇ 基本料⾦の３０％
ご連絡のない場合は、予約取消しとみなしますのでご了承下さい 当⽇ 基本料⾦の５０％

＊チケット注意＊　　レンタカークーポンは必ず当日営業所にてご提出ください
紛失された場合は再発行手数料として￥2,200をいただきますのでご注意ください。

2021/7/1

⾞種

⾞種

【税込・フルサポートプラン料⾦込】

【 税込・フルサポートプラン料⾦込】



利用時間 ６時間 12時間 24時間 以後１日 
 

通常料金 
 

 13,200円 
 

 15,950円 
 

 18,150円 
 

  14,300円 
 

 

 

生協特別 

料金 

 

 

 12,540円 

 

 

 15,160円 

 

 

 17,250円 

 

 

 13,590円 

 

 



　＝７月以降ご利用料金＝
☆関西大学生協特別料金☆　関大生協でお申込みされる方だけの限定料金です

（７月からの新料金）

■乗用車・ハイブリッド//車種指定の場合1台１貸出￥2,200プラス
料金クラス Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４

ヤリス アクア プリウス カムリ
アクシオ ヤリスＨＥＶ プレミオ
タンク カローラ(1.８) カローラ(1.8）ＨＥＶ
ルーミー カローラツーリング カローラツーリングＨＥＶ

1日料金 ¥6,270 ¥7,700 ¥9,350 ¥13,750
2日料金 ¥12,540 ¥15,400 ¥18,700 ¥27,500
超過料金（1H） ¥1,320 ¥1,430 ¥1,650 ¥2,860
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
安心Wプラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

■ワゴン//車種指定の場合１台1貸出￥2,200プラス　※W2クラスは車種指定がない場合、乗車定員は分かりません

料金クラス W１ W２ W３ W４
シエンタ NOAH・ＶＯＸＹ アルファ－ド ﾊｲｴｰｽｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ

（ｶﾞｿﾘﾝ・HEV) エスクァイア アルファ－ドＨＥＶ 10名乗り

(ｶﾞｿﾘﾝ8人乗・HV7人乗)

1日料金 ¥11,110 ¥14,960 ¥19,690 ¥20,900
2日料金 ¥22,220 ¥29,920 ¥39,380 ¥41,800
超過料金（1H） ¥1,650 ¥2,200 ¥2,970 ¥3,300
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
安心Wプラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

■スポ－ツカ－・SUV　//車種指定の場合１台１貸出￥2,200プラス
料金クラス SP1 SUV1 SUV2 SUV3

ハチロク（AT・ＭＴ) ＲＡＩＺＥ カローラクロス ハリア－
ＧＲヤリス ＲＡＶ４

1日料金 ¥12,650 ¥10,010 ¥13,530 ¥17,600
2日料金 ¥25,300 ¥20,020 ¥27,060 ¥35,200
超過料金（1H） ¥2,200 ¥1,980 ¥2,200 ¥2,750
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
安心Wプラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

◎お得な無料サービス時間設定あります（予約時にお申し出下さい)
　１日料金で最大39時間ご利用頂けます！（下記参照）※免責補償料・安心Wプランは24時間計算となります。
　　　　　　　貸出前日 返却翌日　

　18時以降　　 　　08時 20時 　　　　　　　09時まで

（無料） （無料）

●営 業 所 江坂店 営業時間 
江坂駅前店  営業時間 

＊チケット注意＊　　レンタカークーポン（予約申込書）は必ず当日営業所にてご提出ください
紛失された場合は再発行手数料として￥2,200をいただきますのでご注意ください

2023/5/1

****　ご利用日　****

０８︓００〜２０︓００
０８︓００〜２０︓００

トヨタレンタカー 通常学割パック　

車　種　名

車種

車種

****　ご利用日　****

サ－ビス時間 　　　　　サ－ビス時間

・ＥＴＣカードレンタル1貸出/￥３３０

・ＪＡＦ会員証レンタル1貸出/￥５５０

予約時にお申込み下さい（事前申し込み営業所払い）

◎ＥＴＣのご利用金額はご返却時に精算致します。



■バン//車種指定の場合１台１貸出￥2,200プラス　
料金クラス Ｖ１ Ｖ２ Ｖ３

プロボックスバン タウンエ－スバン ﾚｼﾞｱｽｴｰｽﾛﾝｸﾞV 　※V3ｸﾗｽは車種指定がない場合

プロボックスHEV ライトエースバン ハイエースV 　乗車定員は分かりません

（指定不可） （指定不可） (6人乗、9人乗)
1日料金 ¥7,150 ¥7,590 ¥9,680
2日料金 ¥14,300 ¥15,180 ¥19,360
超過料金（1H） ¥1,320 ¥1,430 ¥2,200
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
安心Wプラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

■トラック//車種指定不可
料金クラス T1 T2 T3 T4

タウンエ－ストラック ダイナ標準（2ｔ) ダイナロング(2ｔ) アルミロング
アルミ標準(2ｔ) ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付(3ｔ）

1日料金 ¥6,380 ¥9,240 ¥12,650 ¥18,590
2日料金 ¥12,760 ¥18,480 ¥25,300 ¥37,180
超過料金（1H） ¥1,210 ¥2,090 ¥2,530 ¥3,300
免責補償料（1日） ¥1,100 ¥1,100 ¥2,200 ¥2,200
安心Wプラン（1日） ¥1,650 ¥1,650 ¥2,750 ¥2,750

● 江坂店 ・豊津駅より徒歩約10分 ● 江坂駅前店・江坂駅8出口より徒歩約２分
 吹田市江坂町１－１１－１０  吹田市江の木町１－１１
 営業時間 ０８︓００〜２０:００    営業時間 ０８︓００〜２０:００ 

●免責補償料・補償内容 ●予約取消料
対人補償： １名につき無制限 ご予約を取消しされる場合は下記の予約取消し手数料
対物補償： 1事故につき無制限　（免責5万円） を申し受けます。
車輌補償： 1事故につき時価まで（免責5万円） 予約乗車時間を１時間以上または営業時間を過ぎても
人身傷害: １名につき3,000万円まで ご連絡のない場合は、予約取消しとみなしますのでご了承下さい

●安心Wプラン 乗車の７日前

基本の補償に保険の自己負担額とノンペレーションチャージの 6～3日前

2つのお支払いの免除を加えてお客様の万一に備えます 2～前日

当日

● レンタカーお支払い方法・・・
レンタカー料金は生協トラベルでお支払い下さい。
※カードでのお支払いは、生協visaカード(KU-COOPVISAカード)のみご利用いただけます。
免責補償料、ＥＴＣカード・ＪＡＦ会員証レンタル料は営業所でお支払いください。

2023/5/1

基本料金の５０％

車種

車種

無　料

基本料金の２０％

基本料金の３０％




