
      （　　　　）　　　－

      （　　　　）　　　－

依頼日　　年　　月　　日

様

タイムズカーレンタル 各都道府県

主管店（　　　　    　　）御中

レンタカー手配依頼書

ご注意１.本件電話される場合は、ＤＲＰネットワーク提携代理店名○○○○又 はＤＲＰネットワーク加盟店
       工場○○○○と名乗ってください。
ご注意２.本件は、損保代車の場合、損保ＳＣご担当の了解が必要です。
ご注意３.必ずタイムズカーレンタル各都道府県主管店舗へＦＡＸした後、下記「確認書」にてタイムズカーレンタルよりＦＡＸを
　　　　 いただき確認してください。ＤＲＰ本部へのＦＡＸは不要です。ＦＡＸがないと手数料のお支払いが出来ません。
ご注意４.事故及び修理車以外のご利用の際、特別料金等のご提供を受けた場合は、紹介料が支払われないことがあります。

使用予定日

使　用　者

希望車種

担当損保ＳＣ

及び　担当

配　車　先

年　　　　月　　　　日　　　　ＡＭ・ＰＭ　　　　：

氏 名

□軽自動車　 　□小型乗用自動車(ﾃﾞﾐｵｸﾗｽ)　　 □普通乗用自動車(ｱｸｾﾗｸﾗｽ)

□普通乗用自動車(ｱﾃﾝｻﾞｸﾗｽ)　　 □ワゴン車(ﾌﾟﾚﾏｼｰｸﾗｽ)　 　□1BOX車(MPV･ｾﾚﾅｸﾗｽ)

□バン(ﾌｧﾐﾘｱﾊﾞﾝ・ﾎﾞﾝｺﾞﾊﾞﾝ・ﾆｯｻﾝｷｬﾗﾊﾞﾝ）　 　□トラック(ﾎﾞﾝｺﾞﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾀﾝﾄﾗｯｸ2T)

損保名　　　　　　　　　　　　　　ＳＣ名　　　　　　　　ご担当名

電話（　　　　　　　）　　　 －

契約者名　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　事故日　　　月　　日

□使用者とご相談        □ＤＲＰ加盟店工場名

　

配車完了報告 上記代車レンタカーは、　　月　　日　　時頃ご指定のお届け先に配車しました。

車　名　　　　　　　　　　　　タイムズカーレンタル担当店

担当者　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　）   　　-

      （　　　　）　　　－

▲必ずご記入ください

電　話（　　　　）　　 　－

携  帯（　　　　）　 　　－

     （　　　　）　　　－

裏面リストからお選び下さい。
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使用目的 □損保代車(契約者用・相手用)

所在地　　　　　　　　市･町

電話（　　　　　　　）　　　    －　　　　　　　　      担当

□その他

□ＭＴ車（乗用)　　 □禁煙車　　 　□その他(                      　　　　  )

店

担当

★ご連絡ありがとうございます。タイムズカーレンタルは、使用者様、損保ＳＣ様、配車先様３社（ＤＲＰ
　加盟店工場も含む)に必ずご連絡の上、配車いたします。
★配車報告は、必ず依頼者のプロ代理店又はＤＲＰ加盟店工場へＦＡＸいたします。

□その他(      　　     　　　　             )

依頼者(ご提携プロ代理店･ＤＲＰ加盟店工場)

タイムズカーレンタル確認欄 タイムズカーレンタル 紹介者

紹介手数料支払先
□上記と同じ　　□上記以外（下記にご記入下さい）

会社名

レンタカー手配確認書
様

電話

F A X

電話

F A X

提携先コード
又は加盟店ID

提携先コード
又は加盟店ID

証券番号



Ｈ25.4.1
県名 主管店舗 TEL FAX

北海道 北海道予約センター 011-816-5656 011-816-5657
北海道 札幌駅北口 　011-756-5656   011-709-8160
北海道 白石 011-842-5656 011-842-0689
北海道 釧路駅前 0154-23-5656 0154-31-0965
北海道 室蘭 0143-47-5656 0143-47-8188
北海道 小樽 0134-32-6767 0134-32-3633
北海道 苫小牧 0144-32-7070 0144-33-2521
北海道 千歳空港 0123-45-8756 0123-48-8760
北海道 函館駅前 0138-27-4547 0138-27-2348
北海道 旭川 0166-24-5656 0166-26-6298
北海道 帯広駅前 0155-23-6767 0155-23-5218
北海道 発寒南 011-664-1550 011-664-2650
岩手県 盛岡駅前 019-625-0666 019-625-0667
岩手県 盛岡東仙北 019-656-5388 019-635-2588
宮城県 仙台卸町 　022-238-0488   022-238-0466
秋田県 秋田駅東口 018-884-0303 018-836-3636
山形県 山形 023-623-8030 023-623-8033
福島県 郡山 024-931-5566 024-922-6430
茨城県 水戸駅南口 029-231-6699 029-231-6698
栃木県 宇都宮 028-625-1555 028-627-5514
群馬県 群馬本店 027-243-7311 027-243-7310
埼玉県 大宮駅前 048-645-3725 048-645-3169
千葉県 船橋 047-460-0202 047-425-1818
東京都 ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ有楽町ｲﾄｼｱ 03-5222-8981 03-5222-8983

神奈川県 ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ横浜関内 045-262-8966 045-262-8967
新潟県 女池 025-283-1811 025-283-1815
富山県 富山駅北 076-432-1515 076-432-1517
石川県 金沢神田 076-247-5656 076-247-5776
福井県 福井 0776-54-1730 0776-53-9688
山梨県 甲府駅前 0552-22-9552 0552-22-9553
長野県 長野 026-227-0634 026-227-5793
岐阜県 岐南 058-246-8275 058-248-3855
静岡県 静岡駅西 054-254-5656 054-255-7700
愛知県 上前津 052-332-1821 052-332-1820
三重県 四日市 059-353-5501 059-351-6276
滋賀県 大津 077-524-2626 077-524-5086
京都府 五条河原町 075-361-0201 075-361-0202

大阪府   西長堀駅北 06-6536-1898 06-6536-0918
兵庫県 新開地 078-578-1744 078-578-1746
奈良県 奈良 0742-62-1238 0742-62-1005

和歌山県 和歌山城北 073-423-5757 073-423-5778
鳥取県 鳥取駅前 0857-22-7216 0857-22-7217
島根県 松江駅南 0852-24-4534 0852-26-3998
岡山県 青江 086-232-5850 086-232-5846
広島県 広島ロジスティクスセンター 082-295-7631 082-295-7632
山口県 山口大学前 083-925-7051 083-932-6672
徳島県 徳島中央 088-653-5656 088-653-5613
香川県 高松 087-831-4591 087-862-1458
愛媛県 松山 089-923-0591 089-923-8090
高知県 高知駅前 088-872-4591 088-822-2611
福岡県 天神 092-713-5656 092-771-1575
佐賀県  佐賀駅前 0952-31-8955 0952-31-8964
長崎県 長崎駅前通り 095-843-5656 095-843-5660
熊本県 近見 096-352-5656 096-352-5676
大分県 中島 097-534-0775 097-534-0779
宮崎県 宮崎住吉 0985-62-5500 0985-39-7750

鹿児島県 鹿児島中央駅 099-250-7900 099-250-8778
沖縄 沖縄県 那覇空港前 098-858-1536 098-857-1784

近畿

中国

四国

九州

　　【タイムズカーレンタル　主管店舗連絡先】　　【タイムズカーレンタル　主管店舗連絡先】　　【タイムズカーレンタル　主管店舗連絡先】　　【タイムズカーレンタル　主管店舗連絡先】

北海道

東北

関東

信越北陸

北陸


