
マンションレンタカーサービス

レンタカーメンバーズカード

レンタカー基本料金　全車種 20％OFF

SERVICE １

「車はほしいけど、一人暮らしだし…」そんなあなたに嬉しいグリフィンシリーズのレンタカーサービス！
グリフィンシリーズ入居者だけの特別価格です！さらにお住まいのグリフィンマンションまで電話1本で
レンタカーを配車・引取り致します。マイカー感覚でLet's Go!！ 

特典
１

マンションまで配車・引取サービス特典
２

会員登録の際には、“陽光都市開発のグリフィンシリーズに居住
しており、サービスを受けたい”旨の意思表示をして下さい。

ご利用日時に合わせ担当店舗よりレンタカーをマンションまで
お届け致します。また、ご利用後もマンションまでお引取致します。
※尚、物件によりサービス内容が異なる場合が御座いますのでご了承下さい。

クルマを
借りたい 担当店舗

に連絡

マンション
までお届け クルマを

利用

マンション
まで引取り

その他の車種・料金・物件毎の対応店舗については別紙詳細をご覧ください。

オリックスレンタカー横浜西口店
神奈川県横浜市西区南幸1-4　B1号
045-323-5430  /  8：00～22：00 

オリックスレンタカー新横浜駅前店
 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15
045-471-5430  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー横浜鶴見店
 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-2
045-502-0543  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー大口店
神奈川県横浜市神奈川区入江1-13-8
045-433-1543  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー新丸子駅前店
 神奈川県川崎市中原区丸子通2-682
044-739-0543  /  8：00～20：00 

ジャパンレンタカー横浜西口営業所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-10-3
045-317-6320  /  8：00～20：00 

店舗一覧

店舗名
住所
電話番号  /  営業時間 



マンションレンタカーサービス

SERVICE １

マンション名
グリフィン横浜・ピュア
グリフィン横浜・アクティ
グリフィン横浜・ポートサイド
グリフィン横浜・アネシス
グリフィン横浜・ファーストステージ
グリフィン横浜・東白楽
グリフィン横浜・セカンドステージ
グリフィン横浜・保土ヶ谷駅前
グリフィン横浜・反町公園
グリフィン横浜・セントラルステージ
グリフォーネ横浜・西口
グリフィン横浜・グランステージ
グリフィン横浜・東口
グリフィン横浜・フィオーレ
グリフィン横浜・ルミエール
グリフィン横浜・戸部駅前
グリフィン横浜・ディアコート
グリフィン横浜・東口弐番館
グリフィン横浜・天王町
グリフィン横浜・反町公園弐番館
グリフォーネ横浜・岡野公園
グリフォーネ横浜・平沼橋駅前
グリフィン横浜・西口壱番館
グリフィン横浜・反町公園参番館
グリフィン横浜・天王町弐番館
グリフィン横浜・ヴィラ
グリフィン横浜・デュオ
グリフィン横浜・ベイグランデ壱番館
グリアス横浜・三ッ沢公園
グリフィン横浜・東白楽弐番館
グリフィン横浜・東口参番館
グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館
グリフィン横浜・サードステージ
グリフィン横浜・岡野公園弐番館
グリフィン横浜・ポートサイド弐番館

担当営業所

ジャパンレンタカー横浜西口営業所

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-10-3

045-317-6320

8：00～20：00

店舗名

住所

電話番号

営業時間

物件別対応店舗一覧

マンション名
グリフィン横浜
グリフィン横浜・ウエスタ
グリフィン横浜・コアシティ
グリフィン横浜・ベイブリーズ
グリフィン横浜・海岸通
グリフィン横浜・桜木町
グリフィン横浜・弁天通り
グリフィン横浜・桜木町弐番館
グリフィン横浜・山手
グリフィン横浜・メディオ
グリフィン横浜・桜木町参番館
グリフィン横浜・高島町
グリフィン横浜・山下公園
グリフォーネ横浜・中央
グリフィン横浜・馬車道駅前
グリフィン横浜・関内駅前
グリフィン横浜・山下公園弐番館
グリフィン横浜・桜木町伍番館
グリフィン横浜・日本大通り
グリフィン横浜・桜木町六番館
グリフィン横浜・プライムスクエア
グリフィン横浜・桜木町駅前
グリフィン横浜・山下町
グリフォーネ横浜・伊勢町
グリフィン横浜ウエストフォルム
グリフィン横浜・サザンフォート
グリフィン横浜・桜木町駅前弐番館
グリアス横浜・プルミエール
グリフィン横浜・桜木町七番館
グリフィン横浜・桜木町八番館
グリフィン横浜・桜木町十番館
グリアス横浜・ウエストフォルム弐番館
グリフォーネ横浜・伊勢町弐番館

店舗名

住所

電話番号

営業時間

オリックスレンタカー横浜西口店

神奈川県横浜市西区南幸1-4　B1号

045-323-5430

8：00～22：00

担当営業所



マンションレンタカーサービス

SERVICE １

物件別対応店舗一覧

マンション名
グリフィン川崎・西口
グリフィン川崎・西口弐番館
グリフィン・東銀座
グリフィン・品川大井
グリフィン川崎・西口参番館
グリフィン・南蒲田アクトシティ
グリフィン川崎・西口シティプラザ

マンション名
グリフィン新横浜・アリーナ前
グリフィン新横浜・弐番館
グリフィン新横浜・参番館
グリフィン新横浜・伍番館
グリフィン新横浜・六番館
グリフィン横浜・センター北駅前
グリフィン新横浜・七番館
グリフィン新横浜・八番館

マンション名
グリフィン・武蔵小杉
グリフィン・武蔵小杉弐番館
グリフィン・元住吉
グリフィン・鷺沼
グリフィン・向ヶ丘遊園
グリフィン武蔵中原・スクエアコート
グリフィン武蔵中原
グリフィン武蔵新城・ステーションプラザ
グリフィン・元住吉弐番館
グリフィン・武蔵新城弐番館

マンション名

グリフォーネ横浜・妙蓮寺

店舗名
住所
電話番号
営業時間

担当営業所

オリックスレンタカー新丸子駅前店
神奈川県川崎市中原区丸子通2-682
044-739-0543
8：00～20：00

オリックスレンタカー大口店
神奈川県横浜市神奈川区入江1-31-8
045-433-1543
8：00～20：00

担当営業所

店舗名
住所
電話番号
営業時間

オリックスレンタカー横浜鶴見店
神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-2
045-502-0543
8：00～20：00

担当営業所

店舗名
住所
電話番号
営業時間

店舗名
住所
電話番号
営業時間

オリックスレンタカー新横浜駅前店
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15
045-471-5430
8：00～20：00

担当営業所

ジャパンレンタカー横浜西口営業所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-10-3
045-317-6320  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー横浜西口店
神奈川県横浜市西区南幸1-4　B1号
045-323-5430  /  8：00～22：00 

オリックスレンタカー新横浜駅前店
 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15
045-471-5430  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー横浜鶴見店
 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-2
045-502-0543  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー大口店
神奈川県横浜市神奈川区入江1-13-8
045-433-1543  /  8：00～20：00 

オリックスレンタカー新丸子駅前店
 神奈川県川崎市中原区丸子通2-682
044-739-0543  /  8：00～20：00 



マンションレンタカーサービス

SERVICE １

割引料金 通常料金
6時間まで ¥3,276 ¥4,095
12時間まで ¥3,780 ¥4,725
24時間まで ¥4,200 ¥5,250

以後24時間につき ¥3,780 ¥4,735
超過1時間につき ¥840 ¥1,050
免責補償料 ¥1,050

割引料金 通常料金

¥4,200 ¥5,250

¥4,200 ¥5,250

¥5,460 ¥6,825

¥4,620 ¥5,775

¥840 ¥1,050
¥1,050

割引料金 通常料金

¥5,460 ¥6,825

¥6,300 ¥7,875

¥7,560 ¥9,450

¥6,300 ¥7,875

¥1,008 ¥1,260
¥1,050

車種別料金表

保証制度のご案内

免責保証制度 ノンオペレーションチャージ

ＳＫ（軽自動車）

ライフ /ムーブ /ワゴンＲ

Ｓ（コンパクト車）

フィット /マーチ /デミオ

Ａ（ベーシック車）

カローラ /シビック /ティーダ

Ｇ（ＲＧ）（高級車）

ＢＭＷ318ｉ/ ジャガー
ワゴン /ボルボＶ70

Ｋ（高級車）

BMW735ｉ/ ベンツＳ350

ＭＣ（６～７人乗）

ストリーム /ウィッシュ /
プレマシー

ＭＥ（６～７人乗り）

オデッセイ /プレサージュ /ＭＰＶ

ＷＡ（７～８人乗り）

ステップワゴン /ノア / セレナ

ＷＣ（６～７人乗り）

エルグランド /アルファード

割引料金 通常料金
6時間まで ¥13,020 ¥16,285
12時間まで ¥16,800 ¥21,000
24時間まで ¥21,000 ¥26,250

以後24時間につき ¥14,280 ¥17,850
超過1時間につき ¥2,268 ¥2,835
免責補償料 ¥2,100

割引料金 通常料金

¥23,520 ¥29,400

¥31,920 ¥39,900

¥38,640 ¥48,300

¥27,300 ¥34,125

¥3,780 ¥4,725
¥2,100

割引料金 通常料金

¥6,720 ¥8,400

¥7,560 ¥9,450

¥9,240 ¥11,550

¥7,560 ¥9,450

¥1,260 ¥1,575
¥1,050

割引料金 通常料金
6時間まで ¥10,920 ¥13,650
12時間まで ¥11,760 ¥14,700
24時間まで ¥15,960 ¥19,950

以後24時間につき ¥11,760 ¥14,700
超過1時間につき ¥1,680 ¥2,100
免責補償料 ¥1,050

割引料金 通常料金

¥10,920 ¥13,650

¥11,760 ¥14,700

¥15,960 ¥19,950

¥11,760 ¥14,700

¥1,680 ¥2,100
¥1,050

割引料金 通常料金

¥13,020 ¥16,275

¥16,800 ¥21,000

¥21,000 ¥26,250

¥14,280 ¥17,850

¥2,268 ¥2,835
¥1,050

※ご入居者様は赤字の特別割引料金でご利用いただけます。（青字は一般料金）
※下記料金プラン以外でも乗用車はもとより、荷物の積める商用車も取り揃えております

対人補償 1名限度額
対物補償 1事故限度額

死亡時
入院 7,500円（1日につき）
通院 5,000円（1日につき）

後遺障害

車両補償 1事故限度額

車両時価額まで
［免責額］
アルミバン・マイクロバシ・仮装車：10万円
2t以上のトラック・ダブルキャブ：7万円
その他の車両：5万円

無制限（自賠責を含む）
無制限（免責額 5万円）

搭乗者補償

2,000万円（1名につき）
※事故発生から180日
　を限度とします

程度により、2,000万円を限度とします。

万一事故を起こした場合、事故証明をとって保険を適用しても、
対物補償・車両補償については「免責額」といって、一定金額ま
で利用者が負担する金額が決まっています。この免責額を補償
する補償制度が免責補償制度（CDW）です。免責補償制度の加
入は1日あたり 1,050円～2,100円

レンタカー使用中に事故を起こした場合、営業補償の一部として
下記料金を申し受けます。
自走可能で返却された場合：20,000円
自走不可能な場合：50,000円
店舗までのレッカー費用等はお客様負担となります。


