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生協店舗へお気軽にご相談ください。
営業時間は生協の店舗・HP等でご確認ください。
生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。生協店舗へお気軽にご相談ください。
お申し込み・お問い合わせは、大学生協へ

全国ネットワークの大手3社から選べる！
提携会社はこちらの3社です

●生協の旅行・サービスカウンターへ申込みます。
　料金を支払い、クーポン券または確認書を受け取ります。

●営業所でレンタカーを借ります。
　クーポンまたは確認書、運転者全員の免許証を忘れずに提出してく
ださい。

※予約時間を無断で１時間以上遅れるとキャンセルになる場合があります。

●レンタカーを返します。燃料は満タンにして返します。
　万一返却時間を過ぎる時には必ず営業所に連絡を入れてください。

ご予約を取り消される場合は、所定の予約取消手数料が掛かります。
予約乗車時間を1時間以上または営業時間を過ぎても連絡されない
場合は、予約の取り消しと見なされますのでご注意ください。

※ニッポンレンタカーはP●またはP●を参照してください。
※予約当日の予約取消は無料。ただし各社予約センターの営業時間中に連絡のとれたもの。
※オリックスレンタカーの無連絡による取消は券面額の100％になります。

予約する 免責補償制度

ノンオペレーションチャージ（NOC）借りる

返す

予約取消手数料（１台あたり）

料金
●出発営業所以外の営業所に乗捨てする場合は、所定の乗捨料金が
掛かります。事前にご予約と料金の確認をお願いします。

　※レンタカー会社により規定が異なります。詳しくは、各レンタカー
会社のページをご確認ください。ご利用車種、ご利用料金などに
より、また営業所によっては乗捨てができない場合があります。

●スタッドレスタイヤ、シート、幌、および配車・引取手数料などのオプ
ション料金は、別に掛かります。事前にご予約と料金の確認をお願い
します。
●契約時間を超過する場合は、超過料金が掛かります。超過しそうな
場合は、必ずすぐに営業所へ電話連絡を入れてください。

大学・専門学校・学園に生協がない方は、
お近くのインターカレッジコープに
ご相談・ご加入のうえご利用ください。

●みやぎインターカレッジコープ　
宮城県内の大学・短大・専門学校　TEL:022-717-4747

●東京インターカレッジコープ　
東京都内の大学・短大・専門学校　TEL:03-6629-6900

●インターカレッジコープ愛知
愛知県内の大学・短大・専門学校　TEL:0120-105-765

●大阪インターカレッジコープ
大阪府内の大学・短大・専門学校　TEL:06-6395-3161

●熊本インターカレッジコープアカデミア
熊本県内の大学・短大・専門学校　TEL:096-343-6515

※2022年４月１日～2023年３月31日（帰着分）まで有効 発行：2022年3月 大学生協事業連合学び支援事業部

万一、事故を起こされ修理が必要になった場合には、修理期間中の休
業補償の一部として下記料金が掛かります。（非課税）

自走し、予定営業所へ返却された場合………………20,000円
上記以外………………………………………………50,000円

※日産レンタカーは規定が異なります。Web上「日産レンタカー」
ページをご確認ください。

※免責補償制度にご加入の場合でも、ご負担いただきます。

日本国内を国際免許証で車を運転される場合、国際免許証の種類に
より運転できない場合がございます。お申込みの際には必ず「国際免
許証」である旨をお申出ください。

(1)当会及び大学生協の店舗は、申込みの際にご提供いただいた個人
情報について、お客様との連絡や取引先との商品・サービスの手配
およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させ
ていただきます。

(2)当会及び大学生協の店舗では①取扱商品、サービスなどのご案内
②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成
にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

■個人情報保護方針→https://www.univ.coop/nr/nr_156.html
　こちらの個人情報保護方針をご確認ください。

大学生協料金には、免責補償料金が含まれています。
※一部超過料金除く。

お申込み・お問い合わせは下記、大学生協のカウンターへ

レンタカーのお申込み・お問い合わせは、大学生協へ

国際免許証でレンタカーを運転される方へ

乗用車・ワゴン・バン・トラック
乗車の7日前
6～3日前
2日前～前日

当日／無連絡による取消
限度額

無料
券面額の20%
券面額の30%
券面額の50%
6,600円

予
約
取
消
手
数
料

マイクロバス
乗車の10日前
9～3日前
2日前～前日

当日／無連絡による取消
限度額

無料
券面額の20%
券面額の30%
券面額の50%
13,200円

予
約
取
消
手
数
料

（税込）

注　意

個人情報の扱いについて

トヨタレンタカーは強力なネットワークで
お客様の信頼に応えます。

保有台数No.1！ 安心・安全な車を
ベストコンディションで提供します。

お客さま視点での発想を大切にし、
お客さまに満足いただき、安心して
お乗りいただけるレンタカーを

提供いたします‼

「車両・接客・店舗」の三大品質を追求し、
お客様に最高のサービスを
ご提供できるよう努めます!料金はWEBより

ご確認ください



2017年３月12日以降に普通免許を取得された方はご注意ください！！

車両総重量3.5ｔ以上、最大積載量2ｔ以上の車の運転には、準中型免許が必要です。
トラック・バンなど、ご利用の場合はご注意ください。 ※詳しくはお尋ねください。

普通 普通免許

8トン限定準中型免許※2

普通 準中型 中型 大型

準中型

中型
大型

最大積載量 区分

6.5トン
4.5トン

2トン
（3トン）

（5トン）

3.5トン 7.5トン 11トン（5トン） （8トン）

中型免許
準中型免許

大型免許

車両総重量

５トン限定準中型免許※1※1　平成19年6月２日以降 普通免許取得
※2　平成19年6月1日以前 普通免許取得

2017年 3月12日の法改正により、車両総重量3.5t 以上 7.5t 未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに
対応する免許として「準中型免許」が新設されました。これに伴い普通免許で運転できる自動車の範囲が以下の通り変更となりました。、普通免許で運転できる自動車の範囲が以下の通り変更となりました。、

車両総重量
3.5トン 2017年3月12日以降に公布された普通免許では、

「２tトラック」はほとんど運転ができません。

保険制度・免責補償制度 追加安心補償
対人補償 対物補償 車両補償 人身傷害補償 自走し予定店舗へ返却 左記以外 プラン名 金額 内容

レンタカー会社別補償内容
ノンオペレーションチャージ（NOC）

（2022年2月28日現在）

～ご利用方法～

レンタカーを借りよう!レンタカーを借りよう!
大学生協で大学生協で

借りる

レンタカー営業所で

車を借りる
①レンタカー営業所に必要書類を提出
　（追加代金のある方はお支払い）
※生協発行のクーポン券または確認書、
　　 免許証の提出
②貸渡契約書の締結
③運転者登録
※契約者以外が運転する場合は、必ず運転

　　者全員の免許証を忘れずに。
④事故対応方法等　注意事項確認
⑤使用車取扱方法確認
⑥使用車の運行前点検　
※キズチェック・運行前点検表へのサイン
⑦車検証受取

予約時間に遅れる時は必ず営業所に連絡を！
１時間以上無断で遅れるとキャンセル扱いに
なり、取消手数料が発生します。

注意
事項

予約
する

生協の旅行・
サービスカウンターへ
申込み

①生協パンフレットから借りたい料金・
　クラスを選んで申込み
② 生協からご希望のレンタカー会社
　へ電話予約
③予約確認後、代金支払い
④クーポン券（確認書）受け取り
※オプション・乗捨てなども予約時に申込み。

返す

レンタカーを

返却
①燃料を満タンにして返却
　もしくは走行距離で換算
※燃料満タン返しの際に指定給油所を利用
　　しなければならない場合があります。
②外観チェック
　※事故等による損傷のチェックがあります。
③忘れ物がないかチェック
※車内・トランクをチェックしてください。

注意
事項

契約時間をオーバーしそうな場合は、必ずすぐ
に営業所へ電話連絡すること。事故を起こした
場合も、必ずすぐに営業所へ電話連絡すること。

何もなければ返却終了です。

2t

事故時に、お客様が保険の一部を自己負担する費用(免責額)を免除する制度です。

自己負担額(免責額 )の免除

自己負担額
対物・・・50,000円
車両・・・50,000円※

免除
対物補償、車両補償のうちお客様にご負担いただく金額が免除されます。

大学生協のレンタカーは
免責補償料込みだから、万が一でも、だんぜん安心！

大学生協のレンタカーは
免責補償料込みだから、万が一でも、だんぜん安心！

※バス・大型貨物車は１０万円

免責保証制度とは

プロパイロットや
インテリジェント
エマージェンシー
ブレーキなど、
日産の先進技術を
搭載した車両を
取り揃えています。

【e-POWER】は、
力強さ・なめらかさ・
静さが進化。

楽しく、扱いやすく、
より快適な

新感覚のドライブ体験
を提供します！

普通免許

全国約1,200ヵ所の
強いネットワークで、

より便利な
レンタカーライフを

サポート！

保有台数No.1！
多彩なラインナップで、
みなさまの要望に
応えます。

万全に整備した車で、
ベストコンディションで

快適な
ドライブを提供！

乗用車・ワゴン車、
カーナビ

ETC車載器標準搭載！
  
全国ネットワークで、
空港や新幹線駅も
幅広くカバー！

長時間営業店舗、街地
を中心に展開中！

メーカー問わず、
幅広い車種を豊富に
ご用意！清掃・除菌
バッチリで、安心！

各レンタカー会社の特徴をチェックしよう！

各レンタカー会社の車種や料金などは、Webサイトで確認しよう！
　https://manabi.univcoop.or.jp/rentacar/



2017年３月12日以降に普通免許を取得された方はご注意ください！！

車両総重量3.5ｔ以上、最大積載量2ｔ以上の車の運転には、準中型免許が必要です。
トラック・バンなど、ご利用の場合はご注意ください。

普通 普通免許

8トン限定準中型免許※2

普通 準中型 中型 大型

準中型

中型
大型

最大積載量 区分

6.5トン
4.5トン

2トン
（3トン）

（5トン）

3.5トン 7.5トン 11トン（5トン） （8トン）

中型免許
準中型免許

大型免許

車両総重量

５トン限定準中型免許※1※1　平成19年6月２日以降 普通免許取得
※2　平成19年6月1日以前 普通免許取得

車両総重量
3.5トン

「２tトラック」

保険制度・免責補償制度 追加安心補償
対人補償 対物補償 車両補償 人身傷害補償 自走し予定店舗へ返却 左記以外 プラン名 金額 内容

トヨタ 無制限
（免責なし）

無制限
（免責なし）

無制限
（免責なし）

無制限
（免責なし）

無制限
（免責なし）

時価まで
（免責なし）

時価まで
（免責なし）

時価まで
（免責なし）

1名につき
3,000万円まで

1名につき
3,000万円まで

1名につき
5,000万円まで

安心Ｗプラン 550円／24h

550円／24h

660円／24h
440円／24ｈ

日産 フルサポートプラン NOC免除

ニッポン 安心コース
ECO

補償額UP、無料ロードサービス等
NOC免除

レンタカー会社別補償内容
ノンオペレーションチャージ（NOC）

NOC免除、タイヤ修理代、
ホイールキャップ紛失補償5万円

5万円2万円

2万円

2～5万円 5～10万円
（利用クラスにより料金が異なる）

3,000万円
まで(免責なし）

（2022年2月28日現在）

レンタカーを借りよう!レンタカーを借りよう!
借りる

レンタカー営業所で

車を借りる

注意
事項

予約
する

生協の旅行・
サービスカウンターへ
申込み

返す

レンタカーを

返却

注意
事項

何もなければ返却終了です。

2t

事故時に、お客様が保険の一部を自己負担する費用(免責額)を免除する制度です。

自己負担額(免責額 )の免除

自己負担額
対物・・・50,000円
車両・・・50,000円※

免除
対物補償、車両補償のうちお客様にご負担いただく金額が免除されます。

大学生協のレンタカーは
免責補償料込みだから、万が一でも、だんぜん安心！

大学生協のレンタカーは
免責補償料込みだから、万が一でも、だんぜん安心！

※バス・大型貨物車は１０万円

免責保証制度とは

プロパイロットや
インテリジェント
エマージェンシー
ブレーキなど、
日産の先進技術を
搭載した車両を
取り揃えています。

【e-POWER】は、
力強さ・なめらかさ・
静さが進化。

楽しく、扱いやすく、
より快適な

新感覚のドライブ体験
を提供します！

普通免許

全国約1,200ヵ所の
強いネットワークで、

より便利な
レンタカーライフを

サポート！

保有台数No.1！
多彩なラインナップで、
みなさまの要望に
応えます。

万全に整備した車で、
ベストコンディションで

快適な
ドライブを提供！

乗用車・ワゴン車、
カーナビ

ETC車載器標準搭載！
  
全国ネットワークで、
空港や新幹線駅も
幅広くカバー！

長時間営業店舗、街地
を中心に展開中！

メーカー問わず、
幅広い車種を豊富に
ご用意！清掃・除菌
バッチリで、安心！

各レンタカー会社の特徴をチェックしよう！

ヤリスヤリス

シエンタ ノア

ノートノート

セレナ デイズ

フィットフィット

N-BOX セレナ

各レンタカー会社の車種や料金などは、Webサイトで確認しよう！
　https://manabi.univcoop.or.jp/rentacar/
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生協店舗へお気軽にご相談ください。
営業時間は生協の店舗・HP等でご確認ください。

お申し込み・お問い合わせは、大学生協へ

全国ネットワークの大手3社から選べる！
提携会社はこちらの3社です

●生協の旅行・サービスカウンターへ申込みます。
　料金を支払い、クーポン券または確認書を受け取ります。

●営業所でレンタカーを借ります。
　クーポンまたは確認書、運転者全員の免許証を忘れずに提出してく
ださい。

※予約時間を無断で１時間以上遅れるとキャンセルになる場合があります。

●レンタカーを返します。燃料は満タンにして返します。
　万一返却時間を過ぎる時には必ず営業所に連絡を入れてください。

ご予約を取り消される場合は、所定の予約取消手数料が掛かります。
予約乗車時間を1時間以上または営業時間を過ぎても連絡されない
場合は、予約の取り消しと見なされますのでご注意ください。

※ニッポンレンタカーはP●またはP●を参照してください。
※予約当日の予約取消は無料。ただし各社予約センターの営業時間中に連絡のとれたもの。
※オリックスレンタカーの無連絡による取消は券面額の100％になります。

予約する 免責補償制度

ノンオペレーションチャージ（NOC）借りる

返す

予約取消手数料（１台あたり）

料金
●出発営業所以外の営業所に乗捨てする場合は、所定の乗捨料金が
掛かります。事前にご予約と料金の確認をお願いします。
　※レンタカー会社により規定が異なります。詳しくは、各レンタカー
会社のページをご確認ください。ご利用車種、ご利用料金などに
より、また営業所によっては乗捨てができない場合があります。

●スタッドレスタイヤ、シート、幌、および配車・引取手数料などのオプ
ション料金は、別に掛かります。事前にご予約と料金の確認をお願い
します。
●契約時間を超過する場合は、超過料金が掛かります。超過しそうな
場合は、必ずすぐに営業所へ電話連絡を入れてください。

大学・専門学校・学園に生協がない方は、
お近くのインターカレッジコープに
ご相談・ご加入のうえご利用ください。

●みやぎインターカレッジコープ　
宮城県内の大学・短大・専門学校　TEL:022-717-4747

●東京インターカレッジコープ　
東京都内の大学・短大・専門学校　TEL:03-6629-6900

●インターカレッジコープ愛知
愛知県内の大学・短大・専門学校　TEL:0120-105-765

●大阪インターカレッジコープ
大阪府内の大学・短大・専門学校　TEL:06-6395-3161

●熊本インターカレッジコープアカデミア
熊本県内の大学・短大・専門学校　TEL:096-343-6515

※2022年４月１日～2023年３月31日（帰着分）まで有効 発行：2022年3月 大学生協事業連合学び支援事業部

万一、事故を起こされ修理が必要になった場合には、修理期間中の休
業補償の一部として下記料金が掛かります。（非課税）

自走し、予定営業所へ返却された場合………………20,000円
上記以外………………………………………………50,000円

※日産レンタカーは規定が異なります。Web上「日産レンタカー」
ページをご確認ください。

※免責補償制度にご加入の場合でも、ご負担いただきます。

日本国内を国際免許証で車を運転される場合、国際免許証の種類に
より運転できない場合がございます。お申込みの際には必ず「国際免
許証」である旨をお申出ください。

(1)当会及び大学生協の店舗は、申込みの際にご提供いただいた個人
情報について、お客様との連絡や取引先との商品・サービスの手配
およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させ
ていただきます。

(2)当会及び大学生協の店舗では①取扱商品、サービスなどのご案内
②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成
にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

■個人情報保護方針→https://www.univ.coop/nr/nr_156.html
　こちらの個人情報保護方針をご確認ください。

大学生協料金には、免責補償料金が含まれています。
※一部超過料金除く。

お申込み・お問い合わせは下記、大学生協のカウンターへ

レンタカーのお申込み・お問い合わせは、大学生協へ

国際免許証でレンタカーを運転される方へ

乗用車・ワゴン・バン・トラック
乗車の7日前
6～3日前
2日前～前日

当日／無連絡による取消
限度額

無料
券面額の20%
券面額の30%
券面額の50%
6,600円

予
約
取
消
手
数
料

マイクロバス
乗車の10日前
9～3日前
2日前～前日

当日／無連絡による取消
限度額

無料
券面額の20%
券面額の30%
券面額の50%
13,200円

予
約
取
消
手
数
料

（税込）

注　意

個人情報の扱いについて

トヨタレンタカーは強力なネットワークで
お客様の信頼に応えます。

保有台数No.1！ 安心・安全な車を
ベストコンディションで提供します。

お客さま視点での発想を大切にし、
お客さまに満足いただき、安心して
お乗りいただけるレンタカーを

提供いたします‼

「車両・接客・店舗」の三大品質を追求し、
お客様に最高のサービスを
ご提供できるよう努めます!料金はWEBより

ご確認ください
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