
● 必ず含まれる　　〇 選択可能
ファイナンス
リース

メンテナンス
リース

ご契約に含まれる項目

お客様のニーズに合わせたリース契約の設計が可能

車両の管理・調達をサポートしコスト削減します！
全国 7,000 以上の整備工場ネットワークで、
リストやスロープの点検や修理にも対応します。

日本GEが車両の管理・調達を

サポートします！

*2 GEが保険代理店となることで事故支援　
　   サービスを提供することが可能です。

安心の事故サポート体制 *2

自動車保険契約を併せてご加入のお客様には事故処
理完了まで手厚いサポートを提供します。
24 時間 365 日事故対応受付
 レッカー手配サポート
 整備工場の手配サポート

*1 GEが保険代理店となることで事故情報を 　
　 データ管理することが可能です。

車両管理システムを無償提供
各所に配備されている車両
を簡単に管理できます。

車両管理に必要な様々な
情報を閲覧できます。

 リース契約情報
 車両情報
 整備情報
 事故情報 *1

国内全メーカー取扱い可能
トヨタ、日産、スズキ、ダイハツ、ホンダ他、国内全メーカー全車種
対応可能です。お客様からのディーラーのご指定も可能です。

7,000 以上の整備工場ネットワーク
メンテナンス付きの
リース契約なら、お
近くで代車を所有す
る提携整備工場を優
先的にご紹介します。

お客様

GE 整備工場

車両管理
システム

委託管理
システム

整備提供

リース契約の設計

・ご使用場所
・ご希望のサービス
・ご指定工場有無

　整備工場設定

・ご使用期間
・ご希望の価格帯
・ご希望のサービス
・ご指定購入先有無

　リース料設計

・用途
・ご希望の仕様
・ご希望の車種
・ご希望の納期

車種選定

ダイハツ　ミライース
Lタイプ　AT 　2WD 

日産  NV350  キャラバン
チェアキャブM　AT 　2WD 

スズキ  スペーシア
E リアシート有　AT   2WD 

ファイナンスリース
・60ヶ月
・重量税、自賠責保険込

12,500円／月額
※消費税別

メンテナンスリース
・60ヶ月
・重量税、自賠責保険込
・架装部点検込

53,500円／月額
※消費税別

メンテナンスリース
・60ヶ月
・重量税、自賠責保険込
・架装部点検込

26,500円／月額
※消費税別

メンテナンスリース
・60ヶ月
・重量税、自賠責保険込
・架装を除くメンテナンス

15,000円／月額
※消費税別

メンテナンスリース
・60ヶ月
・重量税、自賠責保険込
・架装部点検＋修理込

61,000円／月額
※消費税別

メンテナンスリース
・60ヶ月
・重量税、自賠責保険込
・架装部点検＋修理込

29,000円／月額
※消費税別

デイサービス送迎時の利用者
数の増減や、多様な車いすの
種類に対応したい。

毎日使うから
車の傷みが激しく、
メンテナンスが大変。

車両費用

付属品費用

看板費用

登録費用

取得税

自動車税

重量税

自賠責保険

自動車任意保険

事故支援サービス
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車検費用

法定点検費用

予備点検費用

故障修理（事故起因の場合は除く）

各種オイル交換

バッテリー交換

タイヤ交換

消耗部品交換

架装部点検（リフト、スロープ）

架装部修理（リフト、スロープ）

代車提供

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
メ
ニ
ュ
ー

※自動車保険込の
ご契約に付帯可能

種類に対応したい。

毎日
車の
メンメメ

弊社所定の審査手続の結果、契約のお申込みをお受けできない場合がございますのでご了承ください。本書は弊社のリース・サービスをご紹介するものであり、その内容や成果について
保証等を行うものではありません。記載内容につきましては、金利、経済情勢の変化、その他の理由により断りなく変更することがあります。
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