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2つのカーリースから選べます

ご利用の手続き

HONDA CAR LEASE

ファイナンスリース
車両価格に加え、登録諸費用やリース期間内の自動車
諸税、自賠責保険料をパッケージしたものです。経済
面に焦点を絞ったシステムです。

メンテナンスリース
車両価格に加え、リース車両のファイナンス、メンテ
ナンスを含む維持管理業務のほとんどをパッケージし
たものです。アウトソーシングによる経営のスリム化
を考えているお客様にピッタリのシステムです。

リース料対象

※1　カーリースの場合はあらかじめ中古車予想価格にあたる「予定残存価格」を差し引いてからリース料を設定します。
※2　任意保険がリースに組み込まれた場合。車両保険付保時。

車種、グレード、特別仕様、リース期間、任意保険の内容などについてお知らせください。

ご希望の車種、グレード、リース期間などに基づき、リース料のお見積書を提出させていただきます。

お見積り内容に同意いただけましたら、お申込みいただいた内容に基づき、審査が行われます。

リース条件の確認後、リース契約を締結します。登録手続きに必要な書類をご準備していただきます。

ご契約後車両を発注し、車両の登録手続きを行い納車いたします。

リース契約の開始・月々リース料のお支払い。

車両価格
ファイナンスリース

登録諸費用
自動車諸税
自賠責保険

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋任意保険 事故修理
事故処理

法定点検整備
一般修理
車　　検

タイヤ交換
オイル交換
バッテリー交換

車両管理予定
残存価格

※1

※2

メンテナンスリース

※1　任意保険はご加入していただくこ
とが必要です。お客様の方でご加入
されるか、または、リース契約時に
ご加入していただきます。

※2　任意保険がリースに組み込まれた
場合。車両保険付保時。

※3　定期点検あるいは継続車検のどち
らかをリースに組み込まれた場合。

※4　事故修理時は除く。

※5　ご加入は任意です。

項　　目 内　　容 ファイナンス
リース

メンテナンス
リース

車両・付属品 付属品、特別仕様、塗装、文字書きなどご希望どおりにいたします。 ○ ○

登録諸費用 登録／届出／検査費用の他に、車庫証明費用、納車費用などが
含まれます。 ○ ○

自動車諸税 自動車税、取得税、重量税などの税金も手続きを当社が代行
いたします。 ○ ○

自賠責保険 お客さまを被保険者として当社が付保します。 ○ ○

任意保険 対人、対物、搭乗者、車両保険を総合して付保します。

事故修理・事故処理 事故修理は保険の範囲内とします。

継続車検 リース期間内の車検費用が含まれます。 ̶ ○

定期点検 リース期間内の法定点検整備が含まれます。 ̶ ○

一般修理 運転者の重大な過失以外は、当社がお引き受けいたします。 ̶

タイヤ・オイル類交換 タイヤ、オイル、バッテリーなどは契約数量に応じて交換します。 ̶ ○

代車提供 点検・整備で48時間以上の所要が見込まれる場合に提供します。 ̶

道路サービス加入 万一の時でも24時間サービスが受けられます。

△ ※1 △ ※1

△ ※2 △ ※2

△ ※5 △ ※5

○ ※4

○ ※3

お問合せ

お見積り

お申込み・審査

ご契約

登録・納車

リース開始

南郷通店
住所：札幌市白石区南郷通3丁目南7-13
TEL：011-862-7111

千歳店
住所：千歳市朝日町8丁目1206-67
営業時間［ 4 月16日～］8：00～20：00
営業時間［10月16日～］8：30～19：00
TEL：0123-40-5353

札幌駅北口店
住所：札幌市北区北10条西2丁目1-2
営業時間［ 4 月16日～］8：00～19：00
営業時間［10月16日～］8：30～19：00
TEL：011-737-5353

新千歳空港受付カウンター
住所：千歳市美々　新千歳空港
営業時間［ 4 月16日～］8：00～20：00
営業時間［10月16日～］8：30～19：00
TEL：0123-40-5353

南郷通店
住所：札幌市白石区南郷通3丁目北1-37
営業時間：8：30～18：00
TEL［レンタカー］011-861-5353
TEL［リース］011-865-7510

厚別店
住所：札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3-8
TEL：011-890-7111

新札幌店
住所：札幌市厚別区厚別中央3条5丁目8-1
TEL：011-891-2222

厚別中央通店
住所：札幌市厚別区厚別中央2条4丁目6-20
TEL：011-895-2711

月寒店
住所：札幌市豊平区月寒東1条18丁目1-46
TEL：011-855-7111

清田店
住所：札幌市清田区真栄1条2丁目12-5
TEL：011-884-2222

東苗穂店
住所：札幌市東区東苗穂4条3丁目2-1
TEL：011-789-2222

江別店
住所：江別市野幌松並町13-1
TEL：011-383-7777

北広インター店
住所：北広島市大曲幸町2丁目3-2
TEL：011-377-9777

千歳西店
住所：千歳市新富3丁目2-10
TEL：0123-27-7111

Small
Store

クルマを効率的に運用し、
合理的な経営をバックアップ

ホンダレンタリース札幌

ホンダカーリース

店　舗

メンテナンス工場



HONDA CAR LEASE

BUSINESS RENT-A-CAR

HONDA CAR LEASE

Q&A
Q
A

1 2 3

資金の有効な活用はもちろん
事務処理も大幅に削減される
注目のカーリースシステム

資金の有効な活用はもちろん
事務処理も大幅に削減される
注目のカーリースシステム

お手軽でおトクなビジネスレンタカーで
経営の合理化アップ
お手軽でおトクなビジネスレンタカーで
経営の合理化アップ

必要な時に
必要な台数だけ
レンタルOK

デイリーレンタル

クルマを購入すると、維持管理・納税・保険の加入・メンテナンス等の手間が発生します。

ホンダのカーリースシステムは、車両管理業務から経理業務、万一のときの事故処理・雑務、点検・車検まで

クルマに関するすべてをパッケージでお引き受けいたします。

お好みのホンダ車をお客様のニーズに合わせて「使用する」。そんな合理的な利用の仕方が

ホンダのカーリースシステムです。

急に車が必要になったときや突然の故
障や事故など、短期間のご利用に最適。
1 日単位でお手軽にレンタカーをご利
用いただけます。ホンダレンタリース
札幌各店どこからでも借りられ、どの
お店でも返却OK。

マンスリーレンタル
一時的に社有車が必要な場合に効率よ
く利用いただけるマンスリーレンタ
ル。月単位で自由にレンタカーをご利
用いただけます。

リース＆レンタル
年間を通してみた場合、意外に社有車
の稼働状況が低いことがあります。駐
車料金や維持費などムダなコストを考
えると、繁忙期などに効率的に利用で
きるリース＆レンタルが便利です。

カーリース

カーリース レンタカー

平常時
使用台数

比べてください。購入の場合とカーリースの場合。経理面での違いは、購入が　資産　とみなし、リースは　経費　として処理できることです。

カーリースのことをもっとご理解いただくために
疑問にお答えします。

レンタカーとカーリースでは
何が違うんですか？

カーリースのメリット

カーリースの場合

面倒な手続きなしで
新車を導入

購入の場合

代替または再リース 買い替えまたは車検

※一般乗用車メンテナンスリースの場合（5年）
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車両の購入手続きから税・保険の支
払い業務まで面倒な事務処理があり
ません。

多額の購入資金が必要
減価償却の計算や維持管理の集計などク
ルマを所有する場合の日常経理業務もた
いへん。

数日から数ヵ月程度の比較的短期間、車両
を借り受けるものをレンタルと言い、数年
単位の長期に渡り独占的に使用できるもの
をリースと言います。

Q
A

リース契約を途中で
解約することはできますか？

原則として解約はできません。ただし事故
などのやむを得ない場合には、中途解約金
をお支払いいただき解約することになりま
す。

Q
A

リース車に会社名を入れたり、
オプション部品は付けられますか？

契約時にご希望があれば、社名塗装・オプ
ションなどはご自由にお選びいただけます。
（別途料金がかかります）

Q
A

リース期間が終ったら、
クルマはどうなりますか？

車両をご返却いただき、その後新車リース
をご契約いただくか、継続使用をご希望の
場合は再リース契約します。

税金・保険料を
その都度支出
任意保険や自動車税の支払いなど。毎年
の手続きがめんどう。

すべてお客様が実施
車検の手配や車検費用の支払いなど、管
理業務がたいへん。

その都度一時的に支出
タイヤ・オイル・バッテリー交換などい
つも注意しなければならず、予定外の出
費も発生します。

売却・資産の除却
新車への乗り替えには購入資金が必要。
手続き業務もめんどうです。

クルマの購入資金を
効率的に運用
購入に伴う車両代や諸経費の一時的な資金は必要あり
ません。剰余金は運転資金として活用できます。

月々のリース料が
一定
毎月支払う費用が明確になり、予算
管理が簡単、コスト削減にもつなが
ります。

リース料は
経費扱いになります
毎月のリース料は経理上「必要経費」扱いになります
ので、車両購入と比べると効果的な節税が見込めます。

管理業務が
大幅に削減
車検の手配や支払いなど、日常の面
倒な管理業務から開放されます。

予算計上が簡単
実務管理も簡素化します
リース料が一定ですから予算の計上が簡単。また維持
管理の費用もリース料に含まれているので煩わしい手
続きもなくなります。

計画的な整備で
車両の快適性を維持
車両管理・保守サービスも責任をもっ
てお引き受けしますので、いつも安
全・快適。急な出費もありません。

経営計画が
たてやすくなります
税金・保険料など一切が含まれているため、車両コス
トが明確になります。したがって事業プランや予算が
たてやすくなります。

新車への代替も
スムーズ
再リース契約で引き続き乗る場合も、
新車に乗り替える場合でも一切の面
倒な手続きはありません。

経営の効率化が
図れます
新車購入などの大きな出費がない分、事業資金として
ご活用いただけます。

※平成20年4月のリース会計基準の変更により、固定資産へ計上する場合もあります。

12ヵ月
点検

12ヵ月
点検

12ヵ月
点検

車検

管理上メリット
●繁雑な車両管理業務が一切なくなりま
す。
●万一、事故の場合もすみやかに対応で
きます。

経理上メリット
●車両コストが明確になり経費の標準化
が図れます。
●リース料は全額経費として処理、課税
対象になりません。

財務上メリット
●一時的な多額の支出がなくわずかな資
金で車両を導入できます。
●資金の固定化がなくなり、余剰資金を
有効に活用できます。

繁忙期
使用台数 ＋


