
プログラム約款 

  

レンタル約款 

  

下記に記載されるレンタル約款は「リワーズご利用条件」といいます。このリワーズご利用条件は次の各項目を規定するレンタル約款です。

(a)  ハーツ Gold   プラス・リワーズ  (「プログラム」とも呼ばれます)   への登録  (以下「登録契約条件」という )。 (b)   ハーツ   Gold  プ

ラス・リワーズに登録または参加しているお客様による、本プログラムを使用した車両レンタル (以下「Gold プラス・リワーズ レンタル条件」と

いいます)。 

  

本プログラムへ参加することにより、お客様は最新のリワーズご利用条件に同意するとともに、プログラムの登録、会員資格、参加が

本リワーズご利用条件に準拠することを理解するものとします。リワーズご利用条件の印刷版をご希望の場合は、電話 (1-888-

999-4900) または手紙 (The Hertz Corporation, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132) でハー

ツまでお問い合わせください。 

  

[受諾する] をクリックするか、またはその他リワーズご利用条件に適合・適用する電子的な受諾手段を使用するか、Gold 会員番号を

使用して予約を行う、もしくは Gold 会員番号を使用してレンタルを行うことにより、お客様はこれらのリワーズご利用条件に従うことを受

諾し、同意したものとします。 

  

E-CONSENT 本条項を読んだ日をもってお客様は、電子記録および電子メールへのアクセス、受領、保存
に必要な要件を、お客様のハードウェアおよびソフトウェアが満たしていることを表明するものとします。これらの
条件の印刷版をご希望の場合は、888-999-4900 まで電話でお問い合わせください。ご利用条件を電子版
で受領することの同意は、888-999-4900 までご連絡いただくことにより取り消すことができます。電子メールおよ
び電子記録の受領同意を取り消すことにより、レンタルサービスをご希望の水準でご利用いただけない場合や、
ハーツが予約をキャンセルする場合がありますのでご注意ください。お客様の連絡先情報は 888-999-4900 ま
でお電話いただくか、hertz.com にログインの上、[My アカウント] で [My プロフィール] を更新することにより変
更できます。[受諾する] または本ご利用条件に適用される類似のボタンをクリックすることにより、お客様は登
録、会員資格、適用される予約、適用されるレンタルに関する電子契約/電子署名と、リワーズご利用条件
の両方に同意したものとします。 
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第 1部 登録契約条件 

  

1．Gold プラス・リワーズ (以下「プログラム」という) を利用可能なあらゆる場所において、お客様は第 1 部に定
められるプログラムおよびプログラムによるレンタルに関連した、ご利用条件、開示情報、注意 (以下「登録契
約条件」という) を受領・読了、理解、受諾の上、同意するものとします。 2016  年   6  月  1  日現在でプログ
ラムが利用可能な場所はアメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパの大半、イスラエル、南アフリカ、オーストラリア、ニュ
ージーランドです。登録フォームと登録契約条件を併せて、お客様の「登録契約書」とし、プログラムへの登録に
関するお客様の同意を構成するものとします。またお客様は、『第 2 部 ハーツ Gold プラス・リワーズのレンタルす
べてに適用される一般条項 (「一般条項」)』、『第 2 部 B. アメリカ合衆国およびカナダにおけるレンタルに適用
されるレンタル約款 (北米約款)』、『第 2 部 C. ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) におけるレンタルに適用され
るレンタル約款 (EMEA 約款)』、『第 2 部 D. オーストラリアにおけるレンタルに適用されるレンタル約款』、
『第 2 部 E.ニュージーランドでのレンタルに適用されるレンタル約款』『第 2 部 F.企業およびまたは旅行代理店
取引のレンタル約款補足』 (これらの各表題の下に記載される各約款を併せて「レンタル約款」という) を含む、
以下の第 2 部に記載されるご利用条件についても、受領・読了、理解、受諾の上、同意するものとします。登
録フォームの記載は、下記の第 2 項に記載する方法により変更が可能です。 

  

https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#_%E7%AC%AC1%E9%83%A8_%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9D%A1%E4%BB%B6
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2a
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2b
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2c
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2d
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2e
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2f
https://www.hertz-japan.com/rentacar/emember/modify/awardsTab.do#2g


2．同意を表明する場合、お客様は登録フォームに明記されるハーツの会社 (以下「登録会社」という) と契
約締結を申し出たものとします。登録会社は、いかなる説明もすることなしに、お客様の申し出を受諾しない権
利を留保します。お客様の申し出が受諾された場合、登録会社から申込みを受け付けたことを知らせる通知
が送られます。登録フォームで提供した情報の更新または選択の変更は、登録会社への書面通知または、ハ
ーツのウェブサイト www.hertz.com から登録契約書を随時変更することで可能になります。お客様による更新
や改定を反映した変更済みの登録契約書は、それが適用される各国におけるお客様の「登録」となります。お
客様の同意の表明による、契約締結の申し出を登録会社が受諾した場合、該当する国に関しては、その登
録契約書が、その前にお客様から提出されハーツが受諾したいかなる登録契約書にも優先します。登録フォー
ムに記載を求められる情報の提出はあくまでも任意ですが、求められる情報がすべて提供されない場合、また
はその他の理由により、登録会社はお客様の契約締結申し出をお断りする権利を留保します。個人情報の
利用に関する詳細につきましては一般規定をご覧ください。 

  

3．本プログラムを利用し、乗用車 (トラックとバンを除く) をそのあらゆる部品を含めて (以下「車両」という) レ
ンタルする場合、当該車両を提供するハーツ社または非直営営業所を「レンタル会社」と呼びます。レンタルを
開始する国における各レンタルに適用されるお客様の登録およびレンタル約款 (本レンタル約款に記載される
方法により、登録会社が随時変更)、レンタル開始時にお客様が受け取るレンタル記録またはレンタル契約書、
またはレンタル開始時にお客様の署名が求められるその他書類は当該レンタルを規定し、お客様とレンタル会
社による契約を構成します。各レンタルに関するレンタル会社の詳細は当該レンタル記録/契約に明記されてい
ます。登録会社およびレンタル会社を併せて、「ハーツ」、「当社」または「私たち」といいます。 

  

4．特定の営業所においてご利用になれるプログラム サービスは変更になる場合があります。ハーツ Gold プラ
ス・リワーズのレンタルに関しては、レンタル開始予定時刻の 2 時間前までに予約する必要があります。 

  

5．お客様は、登録において提供した情報が真正、正確かつ完全であることを認めるものとします。登録時に
行ったオプショナルサービスの選択 (利用可能な場合) および車種クラス (予約時にレンタル可能な車両を対象
とします) が、プログラムを使用して行うすべてのレンタルに適用されます。ただし特定のレンタルについては、レン
タル開始時にオプショナルサービスの選択を変更し、予約時に他の車種クラスをお選びいただくことが可能です。
注意: 営業所によっては、登録されている事前リクエストに基づく特定のオプショナルサービスが利用できない場
合があります。そのような場合、かかるオプショナルサービスを登録時にご希望しているにも関わらず、お客様がそ
れらのサービスの提供を断ったとレンタル記録/契約に表示されます。事前リクエストで利用できない場合でも、
レンタル開始時にそれらのサービスを購入できることがあります。 

  

http://www.hertz.com/


6．Gold プラス・リワーズのレンタルに関して何らかの理由によりお客様に発生する料金はすべて、クレジットや
残金が確認された、また場合によってはレンタル営業所でレンタル承認に使用された、登録リストに記載される
最初のクレジットカード、チャージカード、デビットカード (上記第 2 項に記載される方法でリストは随時変更可
能) に、ハーツが課金処理することをお客様は承認するものとします。 

  

7．ハーツ Gold プラス・リワーズ カード、ハーツ クレジットカード、#1 Club 番号、その他登録時にリストに記載し
たクレジットカードが、紛失、盗難、無効となった場合、もしくは本人の許可なく使用された疑いがある場合は、
登録会社に必ず通知するものとします。本プログラムの性質上、この義務の重要性を十分にご理解ください。 

  

8．Gold プラス・リワーズの会員登録のキャンセル希望は、年間を通していつでも書面により登録会社に通知
できます。ハーツはお客様の会員資格を理由を問わずいつでも、通知することなくキャンセルまたは停止すること
ができます。 

  

9．ハーツはその単独の裁量により、また何らかの基準に基づくもしくは何らの基準に基づくことなく、お客様をプ
ラチナ会員へアップグレードすることができます。かかるアップグレードの通知を受け取ってから 30 日以内にプラチ
ナ会員プログラムの辞退を依頼しなかった場合や、プラチナ会員番号を使用して予約やレンタルを行った場合、
お客様はこちらに記載される、プラチナ会員ご利用条件に同意したものとします。Gold 資格でのレンタル
や Gold リワーズ プログラムの会員資格については Gold のリワーズご利用条件が引き続き有効となります。
Gold からプラチナ会員へアップグレードされた場合、特定の地域または国への登録時に選択した要望について
は、すべてそのまま引き継がれます。要望を選択していない、または所定の地域もしくは国に登録していない場
合、当該地域または国については特に要望を選択していないプラチナ会員として登録されます。ハーツは単独
の裁量により、また何らかの基準に基づくもしくは何らの基準に基づくことなく、お客様をプラチナ会員か
ら Gold 会員へダウングレードすることができます。プラチナ会員資格での登録は限られた期間となる場合があり
ます。Gold 会員へダウングレードされた場合、その時点で有効な Gold リワーズご利用条件が会員資格
や Gold 会員番号を使用して行ったレンタルに適用されます。 

  

10．米国居住者: 

仲裁規定 

本契約に関しては、陪審員裁判や集団訴訟ではなく、個別の仲裁または少額裁判所の訴訟が求められま
す。本契約を締結することにより、お客様は本仲裁規定に同意したものとします。物的損害、人身傷害、ま
た死亡に関する請求を除き、当社とのいかなる争議も仲裁裁判所または少額裁判所において個別に解決
するものとし、集団訴訟および集団仲裁は禁止します。お客様とハーツは、代表としても一員としても集団

https://images.hertz.com/pdfs/2016_Platinum_Terms_and_Conditions_2.pdf


訴訟へ参加する権利、または陪審裁判の権利を放棄します。ただし、お客様とハーツは政府機関に対しい
かなる問題を提起することも可能です。本仲裁規定の範囲は広く、当社とお客様間の関係におけるあらゆ
る面に関する申立ておよびコミュニケーションを含みます。またそれは契約、不法行為、法令、不正行為、不
当表示もしくはその他いかなる法理論に基づくかを問いません。本規定は『米国連邦仲裁法  9 条合衆国
法律集 §§ 1 以下』に準拠します。本仲裁規定に基づくいかなる仲裁においても、本人の法的管轄区、お
よび本仲裁規定の存在、範囲、有効性に対するあらゆる反論を含め、調停人がすべての問題を判断する
ものとします。特段の合意がない限り、仲裁はお客様の請求書に記載された住所の国で行います。あらゆ
る仲裁は、米国仲裁協会 (以下「AAA」という) が消費者向け仲裁条項 (「仲裁規則」) に基づき処理しま
す。この仲裁規則は www.adr.org. に掲載されています。お客様またはハーツは、相手方へ書面の仲裁要
求を提出し、コピー 2 部を AAA へ提出することで仲裁手続きを開始することができます (ハーツへ提出する
場合の住所: 8501 Williams Road, Estero, FL 33928、Attn:Arbitration)。お客様の仲裁による請求額
が $10,000 以下の場合、ハーツは AAA 提出に必要な手数料をお客様に返金します。調停人は金銭の支
払に加え差し止め救済も裁定できるものとします。ただし、個々の当事者が差し止め救済を求め、その結
果としてそれが支持された場合に限ります。仲裁における判断は法的管轄権のある裁判所に提出すること
ができます。仲裁裁定およびそれを追認するいかなる判断も、当該案件の特定の当事者にのみ適用され、
その裁定を執行するものでない限り、その他の案件には使用できないものとします。調停人は 1 人以上の
申立てを統合することはできず、また何らかの形で代表者として、もしくは集団訴訟を統轄することはできま
せん。本仲裁規定に同意しない場合、本契約書を受領してから  30 日以内に、電子メー
ル (no.arbitration@Hertz.com) または手紙 (住所: Hertz, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Attn: 

Legal Department) により、書面でハーツまで通知しなければなりません。書面には、氏名、住所、予
約 ID 番号またはレンタル契約書番号 (該当する場合)、本仲裁規定に同意しない旨を明記してください。
すでにハーツに対し、仲裁不参加を表明している場合は再度通知する必要はありません。 

  

11．米国居住者: 管轄裁判所により、上記第 10 項に定められる仲裁規定が適用されないと判断された場
合、次の規定が適用されます。お客様はプログラムへの登録 (お客様が行うプログラムによるレンタルではな
く) または会員資格に関し、無条件かつ取消不能の形で、フロリダ州の法律に同意し従うものとします。またお
客様は、フロリダ州リー郡の州裁判所および連邦裁判所による対人管轄権ならびに裁判籍に同意し、かかる
法的管轄区に関するいかなる異議も放棄します。プログラムによるレンタルを規定するお客様の登録もしくは契
約の条項と、いずれかの法的管轄区の何らかの適用法や規制に不整合がある場合は、かかる規定が当該管
轄区に応じてかかる法令および規制と整合性が取れるように修正するか (ただし法令により許される範囲とし、
例外は認めません)、または修正が不可能な場合は削除します。ただし、登録またはかかる契約の残りの部分
に影響を与えることなく、すべて有効に存続し効力を保つものとします。お客様の登録やかかる契約の条項が
広範囲であり、いかなる法的管轄区においても法的強制力がない場合、当該法的管轄区で法的強制力を
持ち得るために必要なだけの範囲を定めるものとして解釈します (ただし法令により許される範囲とし、例外は
認めません)。 



  

12．お客様がアメリカ合衆国またはカナダにおいて Gold を使用してレンタルしたあらゆる車両の損失また
は損害に関する、お客様の義務について以下に記載します。なお詳細情報は北米レンタル約款の第 4 項
に記載されています。北米レンタル約款第 4 項に記載される項目を除き、過失の有無を問わず、いかなる
原因により発生した車両の損失または損害もすべて、お客様が一切の責任を負うものとします。アメリカ合
衆国およびカナダにおけるレンタルについては、ハーツは有料で車両損害補償制度 (LDW) を提供します。
LDW は保険ではありませんが、これに加入する場合、ハーツは車両の損失または損害について、北米レンタ
ル約款第 4 (d) 項、第 4 (e) 項、5 項に記載される一定の制限および除外事項を条件として、お客様の責
任を問いません。LDW の販売が規制されている州においては、車両の損失または損害に関するお客様の
責任はその法令により決まります。LDW の加入には追加料金をお支払いいただきます。米国の主な営業
所における LDW 料金は、レンタルした車種クラスや車両のメーカー希望小売価格に応じて、レンタル 1 日
または 1 日に満たない日ごとに、2016 年 6 月 1 日現在 US$9.00～US$99.99 の範囲となっています。た
だし、特定のラグジュアリーカーをレンタルした場合、レンタル 1 日または 1 日に満たない日ごとにこの金額
を上回る LDW 料金が加算される場合があります。カナダにおける LDW 料金は、レンタルした車種クラスや
免責適用の有無に応じて、レンタル 1 日または 1 日に満たない日ごとに、CAN$8.00 から CAN$38.99 とな
っています。特定のラグジュアリーカーをレンタルした場合は、レンタル 1 日または 1 日に満たない日ごとに、
この金額を上回る LDW 料金が加算される場合があります。すべての料金は、予告無く変更される場合が
あります。お客様 (または登録運転者) の保険により、車両の損失もしくは損害に対するお客様 (または登
録運転者) の金銭的責任の全部または一部が補償される場合があります。 

  

13．注意:この契約に基づき、レンタル車両の損害に対するお客様の責任を補償する、車両損害補償制
度を有料で利用することができます。お客様のクレジットカードや自動車保険がレンタル車両の衝突も補償
する場合は、この車両損害補償制度へご署名いただくかどうか十分にご検討ください。この車両損害補償
制度を購入を決定する前に、お客様の車両保険によりレンタル車両の損害が補償されるか判断し、その保
険免責額についてもご確認ください。またハーツは、かかる補償がレンタル料金の支払に使用されるクレジッ
トカードの契約に基づき、またはその他の根拠に従って認められるかどうかについても確認し、また提供され
る場合にはかかる補償の範囲や規定についても把握しておくことをお勧めします。この車両損害補償制度の
購入は任意であり、 

加入を断ることも可能です。 

  

14．ハーツが提供する保険の補償内容が、契約者がすでに加入している個人向け自動車保険契約の補
償やその他の補償と重複する場合があります。これらの補償の購入は、車両をレンタルするための必要条
件ではありません。 



  

15．警告: コロンビア特別区で車両レンタルを開始する場合、レンタル契約に定める条件に従ってレンタル
車両が返却されなかった場合、3 年以下の懲役刑が科される場合があります。 

  

16．マイアミ・デイド郡でレンタルした契約者は、免除されていない限り、郡公認のビジター情報マップを備
えていなければなりません。このマップはデイド郡のハーツ レンタカー全店で用意しています。契約者は必ず
かかる地図の受け取りを確認するか、地図を受け取る権利を放棄しなければなりません。同意を表明する
ことにより、ここにお客様はかかる地図を受け取る権利を放棄するものとします。 

  

17．注意: お客様がルイジアナ州で作成された、自動車保険契約に基づく車両衝突補償に加入している
場合は、改正法 22:1296 に基づき、その衝突補償が自動的にレンタル自動車にも適用されます。ルイジア
ナ州において保険に加入していない場合も、車両損害補償制度は任意であり、放棄することも可能です。
本契約に基づき、レンタル車両の損害に関するお客様の責任を補償する、車両損害補償制度に有料で加
入することができます。この車両損害補償制度を購入する前に、お客様の自動車保険によりレンタル車両
の損害が保証されるかどうかを確認し、かかる保険の免責金額についても把握しておくことをお勧めします。 

  

18．ミネソタ州法では、個人向け自動車保険契約は次の各項目を満たしている必要があります。(1) レン
タル自動車に関して、車両の損害および車両の使用不能に対して補償すること。 (2) 保険契約の基本的
損失利益、残余損害賠償保険、無保険者および補償額が不十分な保険に対する補償をレンタル車両に
も適用すること。従って、本登録契約に関係した、いかなる車両損害補償制度またはそれに類似の保険の
購入も必要ありません。またお客様がミネソタ州で発行された保険に加入している場合、その自動車保険
で定められる金額を超える賠償額の補償を希望しない限り、何らかの追加自動車損害賠償保険の購入も
不必要です。 

  

19．損害補償制度に関するテキサス在住のお客様へのお知らせ 

お客様のレンタル契約に基づき、車両の損害または損失に関するお客様の責任の全部または一部を補償
する損害補償制度を、有料で利用することができます。この補償制度を購入される前に、お客様の自動車
保険またはクレジットカード契約により、レンタル車両の損害または損失が補償されるか確認し、かかる保
険の免責金額についても把握しておくことをお勧めします。この補償制度への加入は任意であり、保険では
ありません。 

  



ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) におけるレンタルに関し、ハーツは様々なオプショナルサービスを有料 (1

日ごとの追加料金) でご用意しています。盗難保険 (TP) に加入すると、盗難、盗難未遂または破壊行為
に起因する、車両、その部品や付属品の損失もしくは損害に対するお客様の責任は、レンタル記録に記載
された免責額まで制限されます。車両損害補償制度 (CDW) に加入すると、盗難、盗難未遂または破壊行
為以外に起因する、車両、その部品や付属品の損失や損害に対するお客様の責任は、個別に発生したか
かる損失や損害それぞれについて、レンタル記録に記載された免責額まで制限されます。その他に
も CDW および TP 両方を補償する、スーパー補償(SC) に加入すると、 CDW  と TP の免責額の賠償責任
もなくなります。ただし、特定の CDP 番号でレンタルした場合や特定の国では利用できません。SC を選択し
たものの、レンタルでご利用できない場合は、スーパー CDW (SCDW) と、可能な場合は TP を受けることが
できます。SCDW もご利用いただけない場合は CDW と TP を受けることができます。SCDW が提供された場
合、CDW の給付を受けることができ、CDW の免責に関する責任はなくなります (ただし、TP の免責に関す
る責任は継続します)。EMEA レンタル約款の第 2 項および第 5 項で禁止されている車両の使用を行った
場合や、お客様もしくは登録運転者の故意または重大な過失により損害や盗難が発生した場合は、TP、
CDW、SCDW、SC の給付が無効になる場合があります。TP や CDW、SC の購入を決定する前に、お客様
が加入しているその他保険によりレンタル車両の損失または損害が補償されるか確認し、補償される場合
にはその条件 (制限や免責額など) を把握しておくことをお勧めします。お客様および同乗者の死亡事故に
対して特定の給付を受けることができる搭乗者保険/搭乗者障害保険 (PI/PAI) を、有料 (1 日ごとの追
加料金) で利用することができます。レンタルを開始する国によっては、PI/PAI により、レンタル期間中の永
久的な身体障害、特定の負傷、医療および救急救命経費、個人財産 (スーツケースを含む) の損害や盗
難が補償される場合があります。 

  

20．オーストラリアでのレンタルについては、レンタル契約で規定される禁止用途、使用禁止者、全責任用
途に関する特定の例外を除き、レンタル車両のあらゆる損失または損害についてハーツが責任を負います。ただ
し、AUS$3,300 (消費税を含む) までの金額または車両免責額 (ADE)、もしくはレンタル契約書に定められるそ
の他同様の金額を除きます。単独事故や水による損害 （車体全て、または一部の水没を除く) の場合、追
加約款で規定されるとおり、車両免責額に加え、追加の免責額 AUS$2,200 (消費税を含む) またはレンタル
契約書に定められる同様の金額が適用される場合があります。車両免責免除制度 (以下「MAX」という) を レ
ンタル 1 日または 1日に満たない日ごとに、AUS$34.90 (消費税を含む) もしくはレンタル契約書に定められるそ
の他の金額で提供しています。MAX に加入することで、単独事故や水による損害 （車体全て、または一部の
水没を除く)、もしくは未登録運転者が運転する車両を除き、レンタル期間中に発生した損害や、お客様のレ
ンタルや車両の使用に起因した損害 (タイヤやフロントガラスの破損を含みます) に対して、お客様はハーツに対
する賠償責任を一切負いません。標準の ADE を軽減する車両免責軽減制度 (AER) を、レンタル 1 日または
1 日に満たない日ごとに AUS$25.90 (消費税を含む)、もしくはレンタル契約書に定められるその他の金額で提
供しています。AER に加入することで、単独事故や水による損害 （車体全て、または一部の水没を除く)、もし
くは未登録運転者が運転する車両を除き、レンタル期間中に発生した損害や、お客様のレンタルや車両の使



用に起因した損害 (タイヤやフロントガラスの破損を含む) に関する、お客様のハーツに対する賠償責任が、レ
ンタル契約書に記載される ADE まで軽減されます。単独事故や水による損害 （車体全て、または一部の水
没を除く) の追加免責額や、未登録運転者が運転する車両に起因する損害に対する賠償責任は、MAX また
は AER を購入した場合も軽減されることはありません。ご利用の営業所において、その他の補償オプションに加

入可能な場合があります。ニュージランドでのレンタルについては、ニュージーランドの   Gold  プラス・リワーズ   レ

ンタルに適用されるレンタル約款第   10  項に規定される補償において言及される、レンタル車両のあら

ゆる損失または損害に対し、お客様は、 B  から  F の 車両グループについては NZ$ 2,812.50 (消費税を含
む) まで、H から M は NZ$ 3,375.00 (消費税を含む) までの金額、もしくはレンタル契約書に定められるその他
の金額の賠償責任を負います。これは、車両の火災、盗難、改造、盗難未遂、改造未遂に起因する損害ま
たは損失には適用されません。この責任は、車両免責軽減制度 (AER) に加入することにより、NZ$0 まで軽減
することができ、加入料金は  B から  F の車両グループが  1 日  NZ$ 24.75 (消費税を含む )、H か
ら M が 1 日 NZ$ 28.12 (消費税を含む) となっています。ハーツ ニュージーランドは、この他、AER に搭乗者障
害保険 (PAI) と携行品保険 (PEC) の補償を組み合わせた、オプショナルの補償パッケージ (PKG) も提供して
います。 PKG の加入料金は  B から  F の車両グループが  1 日  NZ$33.75 (消費税を含む )、  H か
ら  M が  1 日  NZ$ 37.12 (消費税を含む ) とな っています。料金、免責額、軽減金額はすべ
て 2016  年  6 月 1 日現在の金額で告知なく変更されることがあり、料金や車両オプションなどにより異な
る場合があります。すべての価格は、空港優先特権回収料や管理手数料の対象となります。 

  

21．オーストラリアにお住いの方には下記の規定が適用されます。ハーツがお客様によるプログラム会員登録
申込みやハーツの車両レンタル申込を審査し、車両レンタルを管理するため、 1 つ以上の信用調査機関から
報告を取得することに、お客様は同意するものとします。またお客様は、ハーツがお客様の信用報告書を取得
し、信用調査機関が当該情報を記載した信用情報ファイルを作成・維持できるよう、お客様に関する情報を
信用調査機関に提供することにも同意します。この情報にはお客様の個人を特定する詳細情報、本プログラ
ムに申込みを行ったこと、またはプログラム会員資格を取得したこと、もしくはハーツに車両レンタルの申込みやレ
ンタルを行ったこと、支払期限から 60 日を超える未払いについて、ハーツが債権回収を開始したことに関する
情報、ハーツの意見によりお客様が重大な信用取引違反に関与していると判断した場合の情報、お客様によ
り振り出された  AUS$100.00  以上の金額で、   2  回以上不渡りとなった小切手に関する情報が含まれます。
またお客様は、車両レンタル申込みの審査、車両レンタルの管理、その他の信用供与業者に対する債務不履
行の通知、お客様がある信用供与業者に対し債務不履行中にハーツで車両レンタルを行った場合は、その情
報をその他信用供与業者と交換すること、お客様の信用度の審査を目的として、信用調査機関が作成した
信用報告書に記載される、またはお客様のプログラム会員登録申込書もしくは車両レンタル申込書に記載さ
れる信用供与業者とハーツがお客様に関する情報を交換することに同意します。これにはプライバシー法に基



づき信用供与業者に情報交換が認められる、お客様の信用度、信用状態、信用取引履歴、信用取引能
力に関するあらゆる情報が含まれます。 

  

  

第 2 部_Gold_プラス・リワーズ 第 2部 Gold プラス・リワーズ レンタル 約款 

第 2部 A. ハーツ Gold プラス・リワーズによるすべてのレンタルに適用される一般規定 

契約: 契約当事者 

第 2 部 A. に記載される約款は、お客様が本プログラムを使用して行うすべての予約およびレンタルに適用され
ます。 

  

本プログラムを使用してレンタルする場合、レンタルを開始する国におけるプログラム使用の登録をしなければな
りません。プログラム会員番号を提出してレンタルの予約を行い、プログラムが利用可能な営業所でレンタルを
開始しなければなりません。本プログラムを使用したレンタル車両の代車・交換、車両の返却期限を超過しハ
ーツの同意を得たプログラムによるレンタルの延長もプログラムによるレンタルとします。本プログラムを使用してト
ラックおよびバンをレンタルすることはできません。 

  

本プログラムを使用しないレンタルは、本レンタル約款ではなく、レンタルを開始する施設のレンタル約款に従うも
のとし、その約款はレンタル開始時にお客様へ提供されます。 

ただし、本プログラムではないレンタルを開始する施設のレンタル約款が、車両を運転できる者に関して、その施
設がある国で開始するプログラムによるレンタル約款における同様の規定に比べ厳しい制限を設けている場合、
本プログラムに登録している契約者には、プログラムを利用していない場合でも制限が緩やかな約款の条件が
適用されます。アメリカ合衆国およびカナダのプログラムに登録している契約者によるそれらの国におけるレンタル
については、契約者の配偶者、同居しているパートナーも、25 歳以上であり、ハーツが許容する法的管轄区が
発行する有効な運転免許証を所持していることを条件に、追加運転者として登録することなく、かつ追加料金
を支払うことなく車両を運転することができます。 

  

本プログラムを利用し、乗用車をそのあらゆる部品を含めて (以下「車両」という) レンタルする (以下「プログラム
によるレンタル」という) 場合、当該の車両を提供するハーツ社または非直営営業所を「レンタル会社」と呼びま
す。かかるレンタルの際、お客様は、そのレンタルに関する特定条件とレンタル会社が明記された書類 (以下「レ



ンタル記録」または「レンタル契約書」という) を受け取ります。このレンタル記録またはレンタル契約書には、レン
タルを開始する法的管轄区における車両レンタルに関するその他の情報が含まれる場合があります。かかるレン
タルを規定する契約 (以下「契約」という) は、次の各項目から構成されています。(i) 本リワーズご利用条件で
あって、ハーツによって下記の「条件の放棄または変更」に記載される方法で変更されるもの (ii) 適用されるレ
ンタル記録/契約(iii) お客様が車両をレンタルする際に署名を求められるその他あらゆる書類。本契約は、お
客様とレンタル会社の間で締結される契約書です。「ハーツ」、「当社」および「私たち」とは、登録会社およびレ
ンタル会社を指します。 

  

本プログラムを利用して車両をレンタルし、かつ、お客様の登録に会員優待 (CDP) 番号が記載されている場合
や、お客様が「指定」した (「RQコード」とも呼ばれる) 料金プランがレンタルに適用されるようリクエストした場合、
CDP プログラムと指定料金や、登録に記載されている情報との間に不整合が生じることがあります。(例えば、お
客様が「指定」した料金プランでは車両損害補償が給付されるプランであるにも関わらず、登録や CDP の条件
では車両損害補償に加入していないなど)。このような場合お客様は、ハーツが誠意に基づき決定する何らかの
方法で、かかる不整合を解消する権限をハーツへ与えるものとします。ただし、お客様がレンタルを開始する際
に受け取るレンタル記録/契約にハーツが有効と判断した解消方法が反映されている場合を除きます。レンタル
記録/契約に反映されるオプショナル サービスを変更する場合は、レンタル記録/契約を係員が更新できるよう
レンタル開始時にハーツ係員へその旨を伝えてください。 

  

譲渡および委任 

プログラム会員としての権利または義務、もしくは何らかのプログラムによるレンタルを規定する契約に基づく権利
または義務は譲渡することはできません。登録会社はお客様の登録に基づきその義務を履行し、レンタルを開
始する国の系列会社や非直営営業所を通してプログラムを使用したレンタルを行う権利を留保します。かかる
系列会社や非直営営業所が当該レンタルに関する登録会社の権利の全部または一部を代理することを、お
客様はここに承認するものとします。 

  

条件の放棄または変更 

明示的かつ正式なハーツの代表者により署名された書面によるものでない限り、プログラムによるレンタルを規
定する契約書に記載されるいかなる条件も、放棄または変更できないものとします。かかるレンタル条件に定め
られている場合を除き、レンタル担当の係員はプログラムによるレンタルを規定する、いかなる契約条件も放棄
または変更する権限はありません。かかるレンタル約款の条件やお客様の登録は随時ハーツにより改定または
補完され、かかる変更はお客様に通知されます。かかる通知は登録時に指定したか、その他ハーツに提出され
た住所に送付され、お客様が受け取ったものと見なされます。電子記録 (電子メールなど) で送信された当該
通知の有効性を適用法が認める場合、登録時に指定したか、その他ハーツに提出された電子記録用のアドレ



ス (電子メール アドレスなど) に送信/伝送されたかかる通知についても、お客様が受け取ったものと見なされま
す。かかる変更の発効日以降に、プログラム会員資格を継続するか、プログラムによるレンタルを行った場合、お
客様はその変更を承認したものとします。これらのレンタル条件は、次の各項目に当てはまる変更の場合、お
客様に通知することなく随時ハーツにより変更される場合があります。(i) 約款の曖昧さを解消、他の条項と整
合が取れていない約款の条項を修正または補完するか、または約款の下で問題や疑問が生じた件に関して、
約款と整合性の取れる何らかの条項を追加する場合。ただしいずれの場合も変更がお客様に悪影響を及ぼ
さない場合に限ります。(ii) これらのレンタル条件が適用法に準拠し、法的強制力を持つために必要な範囲で
何らかの条項を改定、削除、追加する場合。ハーツが適宜変更するこれらレンタル約款の条件は、ザ・ハーツ・
コーポレーションまでお電話 (1-888-999-4900) または手紙 (The Hertz Corporation, 5601N.W.Expressway, 

Oklahoma City, OK 73132) でご請求いただくか、ホームページ http://www.hertz.com でご確認ください。
レンタル条件の変更に関する情報および、レンタル契約を規定するカリフォルニア州法の変更につても、改定最
新版の発効日以降、上記の住所またはアドレスまで書面でご請求ください。また http://www.hertz.com
でもご確認いただけます。レンタル条件および前述の変更をご覧になる場合は、www.hertz.com で (a) 会
員としてログインし (b) [MY アカウント] をクリック後 (c) [レンタル約款]をクリックしてください。 

登録会社へ書面で通知するか、またはホームページで、車種クラス、オプショナルサービス、クレジットカード情報
に関する、登録時の選択内容を適宜変更することができます。 

  

適用法 

管轄裁判所により、リワーズご利用条件やレンタル契約の仲裁規定が適用不能と見なされた場合、または下
記に規定する適切な法的管轄区が仲裁を実施しない場合、「適用法」下の以下の項目が適用されます。 

  

お客様が行ったいかなるプログラムによるレンタルについても、抵触法の原則にかかわらず、レンタルを開始した法
的管轄区の実体法が適用され、お客様は無条件かつ取消不能の形で、その法的管轄区の裁判所の非専
属的管轄権に同意し従うものとします。プログラムの登録または会員資格 (プログラムによるレンタルではなく) に
関しては、登録会社が本社を置く法的管轄区の法令が適用され、お客様は無条件かつ取消不能の形で、そ
の法的管轄区の裁判所の非専属的管轄権に同意し従うものとします。 

  

プログラムによるレンタルを規定するお客様の登録もしくは契約の条項と、いずれかの法的管轄区の何らかの適
用法や規制に不整合がある場合は、当該管轄区に応じて当該法令および規制に整合性が取れるようかかる
規定を修正されるか (ただし法令により許される範囲とし、例外は認めません)、または修正が不可能な場合は
削除すると見なされます。ただし、登録またはかかる契約の残りの部分に影響を与えることなく、すべて有効に
存続し効力を保つものとします。お客様の登録やかかる契約の条項が広範囲であり、いかなる法的管轄区に

http://www.hertz.com/
http://www.hertz.com/
http://www.hertz.com/
http://www.hertz.com/


おいても法的強制力がない場合、当該法的管轄区で法的強制力を持ち得るために必要なだけの範囲を定
めるものとして解釈します (ただし法令により許される範囲とし、例外は認めません)。 

  

お客様は、プログラム会員資格やその他のプログラムによるレンタルについて、登録会社以外の法人や、特定の
プログラムによるレンタルについて、該当するレンタル会社以外の法人を告訴することは、他の会社がかかるレン
タルを提供または支援している場合を除き、不適切であることを理解し同意するものとします。 

  

個人を特定できる情報の利用 

お客様は、ザ・ハーツ・コーポレーションおよびその子会社のレンタル事業の顧客や見込み客に関する、個人を
特定できる情報の利用について、ザ・ハーツ・コーポレーションがレンタル顧客に関するプライバシーポリシー (以
下「プライバシーポリシー」という) を確立していることを了承するものとします。次のリンクをクリックすると、
Hertz.com でプライバシーポリシー全文をご覧いただけます: プライバシーポリシー。また前述の住所へ、プライバ
シーサービス部門責任者宛に手紙で請求することで、プライバシーポリシーを 1 部取得することもできます。お
客様は、ハーツに対し個人を特定できる情報を提供することにより、かかる利用を制限するためにお客様に認
められているあらゆる選択と、かかる情報にアクセスおよび修正するお客様の権利のみを前提として、お客様に
関する情報の収集と利用に同意したものとします。また、セキュリティのリスクを了承し、かかるデータ保護につい
てハーツを支援するため注意を払い、今後ハーツがプライバシーポリシーを改定することに同意します。 

  

オプショナルサービス 

ハーツが提供するオプショナルサービスは、通知なくいつでも停止または変更、価格変更される可能性があり、
場所によって利用できないことがあります。各レンタル時に受け取るレンタル記録/契約を確認してください。登録
時に指定したオプショナルサービスと異なるものを選択することができます。レンタル記録/契約を係員が反映で
きるよう、レンタル開始時にハーツ係員へその旨を伝えてください。 

  

仲介業者への支払 

旅行代理店、オンライン旅行代理店、ブローカー、その他お客様の代理として行動する仲介業者を通じて
レンタルを手配した場合、ハーツはかかるレンタル手配の報酬として、当該業者に手数料を支払うことがあ
ります。かかる報酬は、その業者が行うハーツの全予約件数などに基づきます。このような報酬に関する詳
細は、各業者に確認してください。 

  

確認書、利用明細、レンタル契約、領収書の電子媒体での提供 

https://www.hertz.com/rentacar/privacypolicy/index.jsp?targetPage=privacyPolicyView.jsp


電子メールアドレスをハーツに提供し、プログラムへ参加することにより、ハーツの記録にある、またはその後提供
されたお客様のアドレスへ、電子メールで連絡を送信することにお客様は同意するものとします。ハーツからのセ
ールス メールについては、hertz.com か各メールに記載されている [登録を解除] をクリックすることで、配信を停
止できます。登録解除または配信停止により、セールスメールの配信は停止されますが、レンタルまたはその他
ハーツとの取引の一部である運用またはご利用に関するメッセージの配信は停止されません。 

  

またお客様は、あらゆる予約および完了したレンタルについて、レンタル契約書および領収書を、印刷物や紙で
はなく毎回電子メールで受領することにも同意します。 

第 2部 B. 北米およびカナダにおけるレンタルに適用されるレンタル約款 

  

本第 2 部   A. に記載される約款は、アメリカ合衆国およびカナダで開始される、すべてのハーツ   Gold プラス・リワーズ  レンタルに適

用されます。本第 2部   B. で言及される各条項および付帯条項の番号は、北米約款の条項を示します。 

  

お客様は、本契約によって認められているとおり、車両の使用を認める寄託権のみを取得します。お客様は、
車両がハーツの所有であることを認めます。ハーツ以外はいかなる者も、車両および本契約に基づく権利義務
を譲渡することはできません。また、ハーツ以外の者による車両の譲渡や転貸は無効とします。お客様およびい
かなる登録運転者もハーツの代理人ではありません。ハーツによる事前の明示的な了解なしに、当該車両の
保守点検もしくは修理を行うことはできません。ハーツは、商品性、車両の特定目的への適合性についての保
証を含め、いかなる明示的または黙示的保証も行いません。 

  

1. 本契約の性質 

お客様は、本契約によって認められているとおり、車両の使用を認める寄託権のみを取得します。お客様は、
車両がハーツの所有であることを認めます。ハーツ以外はいかなる者も、車両および本契約に基づく権利義務
を譲渡することはできません。また、ハーツ以外の者による車両の譲渡や転貸は無効とします。お客様およびい
かなる登録運転者もハーツの代理人ではありません。ハーツによる事前の明示的な了解なしに、当該車両の
保守点検もしくは修理を行うことはできません。ハーツは、商品性、車両の特定目的への適合性についての保
証を含め、いかなる明示的または黙示的保証も行いません。 

  

２.車両を運転できる者 



お客様およびお客様が許可し、かつ以下に定められる資格を満たす者  (以下「登録運転者」という）、つまり
お客様の配偶者、同居しているパートナー (未婚の場合)、雇用者、被用者、業務に伴う同僚、その他ハーツ
の定める資格を満たし、レンタル時に所定の追加運転者フォームに署名した者に限り、車両を運転することが
できます。すべての登録運転者は、以下に定める例外を除き、21  歳以上で、ハーツが認める法的管轄区が
発行する有効な運転免許証を有していなければなりません。なお、 25 歳未満の場合は追加料金が加算さ
れることがあります。ミシガン州、ニューヨーク州で開始するレンタルの場合は、年齢  18 歳から   24 歳までの者
でハーツのその他の基準を満たす者は、レンタル時に追加運転者フォームに署名することで、登録運転者となる
ことができます。ただし、この場合には年齢追加料金が加算されます。バレーパーキングや法令によって緊急事
態とみなされる場合を除き、その他のいかなる者も車両を運転してはいけません。本約款において「緊急事態」
とは、緊急事態が発生したとされる法的管轄区の法律に基づき、免許証を交付されていない者でも運転が許
されるような急を要する事態を指します。追加運転者としてフォームに署名を求められる者に関しては、ハーツの
裁量によって、レンタル時にその場所において他の資格要件を要する場合があり、法が許容する場合にはハー
ツはかかる者に対し追加料金を請求することができます。「同居しているパートナー」とは、お客様の親、祖父母、
兄弟姉妹、子供、孫、伯父・叔父、伯母・叔母、姪または甥   (いずれも血縁または養子縁組を対象とす
る)  以外の、同性または異性の未婚のパートナーで、お客様と同じ住所に常時居住し、運転免許証にお客
様の免許証と同じ住所が記載されている者とします。 

車両を運転することにより   (追加運転者フォームが記入済みであるか否かに関わらず)、登録運転者は、本
契約によって車両の運転者に直接課される義務   (例えば、第   9 項および第   10 (e) 項に含まれている義
務 )  に加え、車両に関して本契約で定められているお客様の責任についても連帯で責任を負うものとみなさ
れます。 

  

3.返却 

通常使用による消耗を除き、お客様は受け取ったときと同じ状態で車両をハーツまで返却しなくてはなりません。
また、レンタル記録に明示された期限まで、またはハーツからの要請があれば直ちに、車両をハーツに返却しなく
てはなりません。いかなる場合においてもハーツの書面による承諾がない限り、30 日 (ニュージャージー州、オハ
イオ州、サウスダコタ州では 28 日) を超えて車両を保持することはできません。返却の予定日時や返却先営
業所に変更が生じた場合は、返却変更手数料が加算されます。返却の予定日時より前または後に車両を
返却し、かつ適切なタイミングでハーツへ通知しなかった場合、ハーツは早期返却/遅延手数料を課す場
合があります。当該車両はハーツが検査し、受領するまで、本約款に拘束されます。お客様が車両を営業
時間外に返却した場合は、次の各項目に定めるとおりとします。(A)  返却場所の翌営業日にハーツが検査し、
正式に受領するまでの損害責任はお客様が負います。 (B)   レンタル契約書に期間単価として定められている
時間超過料金、 LDW、 PAI/PEC および   LIS  加入料、追加サービスに対するあらゆる料金、その他の料金
は、返却営業所の翌営業開始時間まで継続的に発生します。本契約書に定められた期限までに車両が返
却されない場合、ハーツは登録情報、その他ハーツに提示されているお客様の住所に返却請求書を送付した



上で、車両が発見された時と場所において、お客様の費用負担で車両を回収することができるものとします。
車両が、違法駐車や明らかに遺棄されていることが分かる状態で発見された場合、または、本北米約款
第   5   項で禁止されている方法で使用もしくは取得されていた場合は、ハーツは請求なしに当該車両を回
収する権利を有するものとします。法が許容する範囲でお客様は、ハーツが当該車両を回収するための前提
条件として行う、告知と聴聞を受ける権利や、法的手続きを受ける権利を放棄します。ハーツが追跡または車
両の場所を特定できる、 GPS  機能または、テレマティクスと送信機が搭載されている車両の場合、プライバシ
ーが保証されない場合があります。お客様は、法が許容する範囲でのハーツによる当該車両の場所の特定、
運行停止、回収サポートなどの車載技術の使用を承認するものとします。返却の際に、車両がハーツで通常
行われるクリーニング以上の洗車を必要とする場合、ハーツは洗車に要した実費をお客様に請求することができ
ます。 

アリゾナ州でレンタルを開始した場合、車両がレンタル記録に定められた日時から  72  時間を過ぎても返却さ
れない場合は、アリゾナ州法  13-1806  条違反となり、 US$150,000  以下の罰金と   2.25  年間の懲役刑
の一方または両方を科せられることをお客様が理解していると認めることが法令により義務付けられています。
本北米約款が届けられた後に、本プログラムを利用して車両をレンタルすることにより、お客様はこの通知を受
領し了解したものと認めることになります。 

  

コロンビア特別区におけるレンタルでは、北米約款に基づいた方法でレンタル車両の返却を行わなかった場合に
は、 3   年以下の懲役刑が科せられることを、お客様へ通知することが法令により義務付けられています。 

  

カナダにおけるレンタルでは、30日経過した後もハーツが車両を回収することができない場合は、当該車両が不
法にお客様に横領されたものとみなされ、ハーツは当該車両を盗難より救済する法的権利を行使することがで
きます。お客様により不法に占有されているとみなされる車両を回収するためにハーツが講じる手段について、お
客様はここに異議を申し立てるすべての権利を放棄するものとします。 

  

4. 車両損失または損害の賠償責任および車両損害補償制度オプション 

a. 以下に述べる場合を除き、お客様は過失の有無に関わらず、衝突、横転、盗難、破壊行為、強奪、火災、
洪水、雹、その他天災などいかなる原因から生じた場合でも、レンタル車両のすべての損失または損害に対し
て責任を負うものとします。 

  

b.以下に述べる場合を除き、お客様の責任は、車両の損失または損害時における当該車両の公正な市場
小売価格とメーカーの買い戻しプログラムによる評価額のうちでいずれか高い額から残存価額を差し引いたもの
に、牽引、保管、押収の実費、ハーツが決定する車両の価値の減額、手数料、保有車両の使用方法に関わ



らず使用の喪失に対する料金を加算した額を超えません。第 6 項において一般的に規定するように、適用法
が認める範囲でかかる損失、費用、請求金額およびその他の適用金額について、レンタルの完了時またはその
後に、お客様のクレジットカード、チャージカード、もしはデビットカードに対し一回または複数回のクーポンまたは
支払伝票を処理することができるものとします。 

  

c.法的管轄区によっては、盗難その他による損害に対するお客様の責任が法律によって制限されています。
2016 年 6 月 1 日現在の制限は次のとおりです。これらの制限を課す法令が廃止される場合は、かかる制限
なしで第 4 (ａ) および (ｂ) 項の規定が適用されるものとします。 

  

1.カリフォルニア州でレンタルを開始した場合、次の各項目の通りとします。(A) 衝突、横転、盗難および破壊
行為による車両の損失や損害に限り、お客様が責任を負うものとします。(B) 車両の損失または損害に対する
お客様の責任は、いかなる場合も、車両の損失または損害時の公正な市場小売価格に、牽引、保管、押収
の実費および事務手数料を加算した額を超えないものとします。(C) 車両の盗難と無関係の破壊行為から生
じた損失または損害に対するお客様の責任は、US$500 を超えないものとします。(D) 盗難による損失または損
害については、お客様や登録運転者が通常の注意を怠ったことから生じたものでない限り、お客様は責任を負
わないものとします。 

2.イリノイ州でレンタルを開始した場合、メーカー希望小売価格 (MSRP) が US$50,000 以下の車両については、
盗難以外に起因する損失または損害に対するお客様の責任は、2016 年 3 月 31 日までは US$17,000 を超
えることはなく、2016 年 7 月 1 日以降はこの額が毎年 US$500 ずつ引き上げられます。また、盗難に対する責
任は、お客様や登録運転者が車両の占有中に通常の注意を怠るか、窃盗を実行もしくは幇助していない限
り、US$2,000 を超えないものとします。メーカー希望小売価格 (MSRP) が US$50,000 を上回る車両の場合、
盗難以外および盗難に起因する損失または損害に対するお客様の責任は、2016 年 9 月  30 日まで
は US$40,000 を超えることはなく、2016 年 10 月 1 日以降はこの額が毎年 US$2,500 ずつ引き上げられます。 

3.インディアナ州におけるレンタルの場合、お客様の責任は次の各項目を超えないものとします。(1) 公正な市
場小売価格を上限として、衝突、盗難、破壊行為に起因する損失または損害 (2) お客様に損害の責任があ
る場合は、利用の喪失 (3) お客様に損害の責任がある場合は、ハーツが支払った牽引、保管、押収の実
費 (4) 加算される事務手数料 

4.ネバダ州におけるレンタルの場合は次の各項目の通りとします。(A) 車両の損失または損害に関するお客様
の責任は、損失または損害時の当該車両の公正な市場小売価格に、牽引、保管、押収の実費、事務手数
料、使用の喪失に対する妥当な料金を加えた額を超えません。(B) 車両の盗難と無関係かつ、お客様に起因
するものではない破壊行為から生じた損失または損害に対するお客様の責任は、US$2500 を超えません。
(C) 盗難または盗難に関係した破壊行為に起因する車両の損失または損害に対してお客様は責任を負いま
せん。ただし、お客様が車のカギを所持しているか、車内に放置していなかったことを証明でき、盗難に気が付



いてから 24 時間以内に警察署へ盗難届を提出し、ハーツおよび警察に協力して盗難に関する情報を提供し、
さらにお客様や登録運転者のいずれも窃盗を実行もしくは幇助および教唆していない場合に限ります。 

5.ニューヨーク州でレンタルを開始した場合は、次の通りとします。(A) 車両の損失もしくは損害に対するお客様
の責任は、次のうちいずれか低い方を超えないものとします。(1) 車両を修理するのにハーツが実際に負担した
適正な費用、または、当該修理をしたと仮定した場合の適正な見積金額で、いずれの場合も、ハーツが利用
し得る割引、値引き、価格の調整を考慮に入れたもの。(2) 車両の損失または損害時の公正な市場小売価
格から処分によって得られる収益を差し引いた額。「実際に負担した適正な費用」とは、車両の修理業者に対
してハーツにより支払われた割引後の修理費を指し、牽引、保管、押収費などを含みます。(B) お客様は、車
両の使用喪失についてハーツが蒙った損害額、関連する事務手数料、またハーツが第三者から回収する金額
については責任を負いません。(C) お客様は、事故に無関係の機械的損耗または、車両の通常の使用におい
て発生が一般に予見できる機械的損耗については、お客様または登録運転者の誤用や不注意があった場合
を除いて責任を負いません。(D) 車両の盗難に基づく損失については、お客様または登録運転者が通常の注
意を怠るか、または車両窃盗を実行もしくは幇助および教唆していない限り、お客様は責任を負わないものと
します。(E) 車両が損害した状態で返却される場合には、お客様、いずれかの登録運転者またはその保険会
社が、返却後 72 時間以内にハーツに対して、車両の損害を確認したい旨を通知しなければならず、これを怠
ると車両の損害を確認する権利を喪失します。この確認は、車両の返却後 7 日以内に完了しなければなりま
せん。ただし、車両が全損で廃棄対象とハーツが判断する場合は、上記 72 時間制限の適用はなく、その場
合、お客様または損害発生時に車両を運転していた登録運転者は、物質的もしくは機械的破損を正確かつ
完全に事故報告書に記載してハーツに返送しなければならないという通知を、ハーツから受け取ってから 10 営
業日間、お客様、登録運転者、その保険会社は、当該車両を確認することができるものとします。 

6.ウィスコンシン州でレンタルを開始した場合は次の各項目の通りとします。(A) (x) 本契約の有効期間中の事
故に起因する損害または、(y) お客様もしくは登録運転者の故意または過失、もしくは不合理な違法行為を
原因とする損害を除き、お客様は車両の損害について責任を負いません。(B) お客様の責任は、いかなる場
合においても、損害が生じる直前の当該車両の公正な市場小売価格から残存価額を控除し、牽引の実費
および 2 日以内の保管料を加算した額を超えないものとします。 

  

お客様の責任は他の法的管轄区でも制限されている場合があります。 

d.お客様がオプションで車両損害補償制度 (以下「LDW」という) に加入している場合、これは保険ではありま
せんが、ハーツは下記第 4 (e) 項に記載されている場合を除き、車両の損失または損害についてお客様の責
任を問いません。LDW の販売が規制または禁止されている法的管轄区においては車両の損失または損害に
対する、お客様の責任はその法令により決定されます。2016 年 6 月 1 日現在、アメリカ合衆国で開始する、
本プログラムによるレンタル用に購入される LDW は、免責の適用対象となりません。LDW はカナダで開始するレ
ンタルについては、免責の適用対象となります。法が許容する場合には、今後免責が予告なく適用される可能



性があり、またその後随時変更される可能性もあります。ただし、適用される免責が、その対象となるレンタルの
レンタル記録に明記される場合に限ります。 

  

LDW の加入には追加料金をお支払いただきます。2016 年 6 月 1 日現在、アメリカ合衆国のハーツの主な
営業所における LDW の上限料金は、レンタル 1 日または 1 日に満たない日ごとに US$89.99 (年間換算で
は US$32.846.35)、またカナダの場合はレンタル 1 日または 1 日に満たない日ごとに CAN$38.99 (年間換算で
は CAN$14,231.35) となっています。ただし、特定のラグジュアリーカーや高額車両のレンタルについては、
LDW 料金は割り増しとなり、アメリカ合衆国ではレンタル 1 日または 1 日に満たない日ごとに US$99.99 以
下 (年間換算で US$36,496.35 以下)、レンタル 1 日または 1日に満たない日ごとに CAN$38.99 （年間換算
では CAN$14,231.35） が適用されます。すべての料金は、予告無く変更される場合があります。 

  

LDW への加入は車両をレンタルするための必要条件ではなく、加入を断わることもできます。お客様 (または
登録運転者)の保険により、車両の損失もしくは損害に対するお客様 (または登録運転者) の金銭的責任の
全部または一部が補償される場合があります。ハーツは、お客様が LDW を加入する前に、加入している保険
会社に相談したり、お客様や登録運転者の自動車保険で、レンタル車の損失または損害が補償されないかを
確認し、補償される場合には、免責額やその他制限など、補償の条件と範囲を把握しておくことをお勧めしま
す。またハーツは、かかる補償がレンタル料金の支払に使用されるクレジットカードの契約に基づき、またはその
他の根拠に従って認められるかどうかについても確認し、また提供される場合にはかかる補償の範囲や規定に
ついても把握しておくことをお勧めします。 

  

ニューヨーク州でレンタルを開始した場合は、2 日間以上のレンタルについては、お客様は LDW の購入
後 24 時間内に、車両と共にレンタル会社のいずれかの支店に赴き、キャンセルフォームに署名することで、
LDW を無料で取り消すことができます。注意: この契約に基づき、レンタル車両の損害に対するお客様の金銭
的責任を補償する、車両補償制度にオプションとして有料で加入できます。車両補償制度への加入は任意で
あり、加入を断ることも可能です。お客様のクレジットカードや自動車保険によってレンタル車両の衝突も補償
される場合は、この車両補償制度に加入するかどうか、十分に検討するようお勧めします。このオプショナルの車
両補償制度の購入を決める前に、お客様のクレジットカードや自動車保険によりレンタル車両の損害が補償さ
れるか、また、その免責額についてもご確認ください。 

  

e.本規定の第 5項で禁止される（方法）による車両の使用は、の範囲内で車両損害補償を無効にし、その
結果、お客様は(双方)に発生した滅失毀損に対して責任を負うものとします。 

  



カリフォルニア州で（レンタルされた車に）関しては、（お客様）が車両損害補償を受け入れた場合、（お客
様）の車両損害補償は無効になり、（お客様）は以下の状況においてのみ、車両の滅失毀損に対しての
責任を負うものとします。(i)(A)お客様または登録運転者による、故意、悪意、または無謀な行為から生じた滅
失毀損の場合。(B)滅失毀損が発生した州の法律（カリフォルニア州の場合、カリフォルニア車両法のセクショ
ン 23152）に違反して、規定値以上のドラッグまたはアルコールが検出された場合、（お客様または）登録運
転者（による車両操作の）結果発生した滅失毀損の場合。(C)（お客様または）登録運転者が、車両を
（及び車両以外を、）牽引または押す目的で使用した結果発生した滅失毀損の場合。(D)（お客様または）
登録運転者が、（未舗装またはそれに順ずる路上での車両操作に直接起因する滅失毀損の場合）。
(ii)(A)（商用にて使用中）に発生した滅失毀損の場合。(B)重罪として処罰される可能性のある行為に関
連して車両が使用されている間に発生した滅失毀損の場合。(C)速度試験、（レース）、または運転練習中
に車両が使用されている間に発生した滅失毀損の場合。(D)お客様または登録運転者以外の者が車両を操
作している間に発生した滅失毀損の場合。(E)米国またはカナダ以外の場所で車両を操作している間に発生
した滅失毀損の場合（但し、（お客様）がハーツから具体的に文書で許可を得ている場合にはその限りでは
（ありません）。また、ハーツは、（当該の）許可を独自の裁量で取り下げることができ（ます））。(iii)(A)

（お客様または）登録運転者がハーツに提供した情報が（虚偽）であった場合。(B)お客様より正しい情報
の提供があれば、ハーツが車両のレンタルをしかかったであろう場合。 

  

アイオワ州で（レンタルされた車に）関しては、お客様が車両損害補償を受け入れた場合、お客様の車両損
害補償は無効になり、お客様は以下の状況においてのみ、車両の滅失毀損に対して責任を負います。 

(i)滅失毀損が、お客様または登録運転者が行った故意、不正、または無謀な行為に起因し、その結果として
発生した場合。(ii)お客様または登録運転者が、泥酔・ドラッグの使用による車両操作の結果発生した滅失
毀損である場合。(iii)あなた又はお客様または登録運転者が、レース、運転練習、または違法な目的の用途
に車両を使用した結果発生した滅失毀損である場合。(iv)レンタル契約が、お客様または登録運転者が提供
した虚偽情報、または紛らわしい情報に基づいている場合。(v)滅失毀損が、定期的に補修工事をされた路
面の良い自動車道以外の場所での運転によって発生した場合（私道や駐車場を含む）。(vi)滅失毀損が、
人や物を運ぶ目的、または何かを押したり牽引したりする目的で使用した結果発生した場合。(vii)滅失毀損
が、あなた又はお客様または登録運転者以外の者による車両操作の結果発生した場合。(viii)滅失毀損が、
米国またはカナダ以外の場所で車両を使用した結果発生した場合(但し、お客様が事前にハーツから文書で、
かかる旨の許可を得ている場合にはその限りではありません。また、ハーツは、かかる許可を独自の裁量で取り
下げることができる)。(ix)滅失毀損が、お客様または登録運転者が事前に認識しながら、またはお客様または
登録運転者が関与していることを認識していながら発生した窃盗や、またはお客様または登録運転者が、車
両にキーを付けたままその場を離れたことによって発生した窃盗を原因とする場合。 

  



ミネソタ州で開始したレンタルに関しては、お客様が車両損害補償制度を受け入れた場合に、お客様の車両
損害補償は無効になり、お客様は以下の状況においてのみ、車両の滅失毀損に対して責任を負います。(i)お
客様または登録運転者が、特に以下のような、故意の、または無謀な行為を行った場合。シートベルトを着用
しない場合や、過積載の使用、人や物を運ぶ目的、舗装道路以外での使用、または車両が損傷、盗難に遭
った場合、車両にキーを付けたままその場を離れた場合、またはドア、窓、トランク等を閉めていなかった場合。
(ii)お客様または登録運転者が酩酊、または滅失毀損が発生した場所の州法が規定する非合法な薬物の影
響下にありながら車両を操作した結果として滅失毀損が発生した場合。(iii)滅失毀損が、あなた又はお客様
または登録運転者が何かを牽引、または押したことが直接的な原因で発生した場合。(iv)滅失毀損が、車両
を商用として使用している時に発生した場合。(v)滅失毀損が、刑法上に触れる、あるいは刑法上に規定され
る犯罪関与している状態で発生しており、かかる車両の使用が刑法上の犯罪行為に関わりがある場合（この
除外が適用される為には、犯罪行為が、かかる犯罪行為が発生した場所の州法の下で重罪として分類され
る必要があります）。(vi)滅失毀損が、速度テストやレース、または運転者の訓練・演習に関係して車両が使
用された結果発生した場合。(vii)本契約下において明確に許可されている場合を除き、滅失毀損が、米国ま
たはカナダ以外の場所での車両操作中に発生した場合。(viii)滅失毀損が発生したが、あなたが誤解を招く恐
れのある、または虚偽の情報を提供し、ハーツが真お客様より正しい情報の提供があれば、ハーツが車両のレ
ンタルをしかかったであろう場合。(ix)登録運転者以外の者が車両操作中に滅失毀損が発生した場合。 

  

ネバダ州で開始したレンタルに関しては、お客様が車両損害補償制度を受け入れた場合、お客様の車両損
害補償は無効となり、お客様は以下の状況においてのみ、車両の滅失毀損に対して責任を負います。 

(i) (A)あなた又は登録運転者の、故意または無謀な行為の結果発生した滅失毀損の場合。(B)滅失毀損
が、発生した州の法律(ネバダ州の場合、準拠法はネバダ州改正法のセクション 484.379)に違反してドラッグま
たはアルコールの影響下にある間にお客様または登録運転者が車両の操作を行った結果発生した滅失毀損
である場合。(C)お客様または登録運転者が、車両を、人・物を牽引または押す目的で使用した結果発生し
た滅失毀損である場合。(D)お客様または登録運転者が、未舗装の路上で車両の操作を行い、次のような
道路状況または運転状況の直接的な結果として発生した滅失毀損である場合: 

(ii)(A)ハイヤー目的で使用されている時に発生した滅失毀損。(B)重犯罪に関与して使用されている時に発
生した滅失毀損。(C)速度試験もしくはレース、または運転手の訓練、練習中に車両が使用されている間に発
生した滅失毀損。(D)お客様または登録運転者以外の者が車両を操作している時に発生した滅失毀損。(E)

米国またはカナダ以外の場所での車両操作時に発生した滅失毀損 (但し、あなたがヘルツから具体的に文
書で、その旨の許可を得ている場合にはその限りではありません。また、ヘルツは、そのような許可を独自の裁量
で取り下げることができます）。(iii)あなた又は登録運転者が、ハーツに対して誤解を招く恐れのある情報また
は虚偽の情報を与えた結果、車両が貸し出され、もしハーツが正しい情報を受け取っていたならば車両を貸し
出さなかったであろう場合。 

  



ニューヨーク州で開始したレンタルに関しては、お客様が車両損害補償制度を受け入れた場合に、お客様の車
両損害補償は無効になり、お客様は以下の状況においてのみ、車両の滅失毀損に対して責任を負うものとし
ます。(i)滅失毀損が、運転者の故意の、悪意のある、もしくは無謀な行為の結果発生した場合。(ii)滅失毀
損が、運転手がアルコールまたはドラッグの使用による影響下で車両を操作したことから発生した場合。(iii)ハー
ツが、お客様または登録運転者によって提供された誤解を招くまたは虚偽の情報に基づいて、レンタル取引を
締結した場合。(iv)滅失毀損が、交通違反以外の犯罪のために車両を使用したことから発生している場合。
(v)滅失毀損が、人や物を運搬しようとしたことから発生した場合、または、レースや、道路以外での運転、もし
くは運転者の訓練目的で車両を使用したことにより発生した場合。(vi)お客様または登録運転者、またはお客
様と同居中で正当に免許を持つ親もしくは 18 歳以上の子供、または駐車場の使用人もしくは車庫係として
報酬を得ている者（雇用における通常業務の中で車両を操作する場合）以外の者が車両を使用した結果、
滅失毀損が発生した場合。(vii)滅失毀損が、米国またはカナダ以外の場所で車両を使用した結果発生した
場合(但し、お客様が事前にハーツから具体的に文書で、その旨の許可を得ている場合にはその限りではありま
せん。また、ハーツは、かかる許可を独自の裁量で取り下げることができます)。(viii)お客様または登録運転者が、
ニューヨーク州一般事業法第 396-z 条第 5 項に記載される滅失毀損に関する報告義務を遵守しなかった場
合。 

  

f.お客様は、レンタルが開始する場所(法域)において、車両損害補償に加入するか否かという意思決定に関
連する追加的な情報を開示される可能性があります。これらの追加的情報開示は、あなたお客様のレンタル
記録か、または別の通知の中に記載されている場合があります。お客様は、レンタルの開始の前にこれらの開
示情報を精読することが求められます。お客様が登録時に車両損害補償へ加入しなかった場合、具体的なレ
ンタル契約開始時、ハーツ窓口に購入の意思をご連絡頂くことができます。これによりお客様のレンタル記録訂
正が可能になります。同様に、登録時には車両損害補償に加入していても、具体的なレンタル契約の際には。
ご加入頂かないことも可能ですその場合、レンタルの開始時にハーツの窓口へ修正依頼のご連絡をお願いしま
す。 

  

g.お客様は、保険会社に車両の滅失毀損に関する請求をする為に、ハーツに対して限定委任状を発行する
ものとします。ニューメキシコ州またはニューヨークで開始されたレンタル契約に関して、お客様の自動車保険にそ
のような補償の適用がある場合、保険会社に対して請求を行う際、ハーツに代理人としての業務を行うよう依
頼することができます。 

  

5.車両使用時の禁止事項 

お客様も、登録運転者の誰も、以下のことを行ってはなりません。 

a.お客様又は登録運転者以外の誰かに、車両を使用させること。 



b.故意に車両を破壊したり、損害を与えたり、窃盗を助長すること。 

c.本契約に明確に許可されていないにも関わらず、車両をメキシコまたは米国・カナダ以外に移動させること、
または移動しようとすること。 

d.悪意の、または故意に非合理な行為を行うこと。例えば、特に以下のような無謀な行為を行うこと。シートベ
ルトを使用しない、チャイルド・シートや子供をシートに固定するために法令で義務付けられた器具等の不使用、
過積載状態で車両を使用すること、舗装された道路または定期的にメンテナンスされた道路以外の場所で車
両を使用すること、キーを車両に残したまま、またはドア、窓及びトランクをロックせずに車両から離れること。 

e.他人に車両を使用させる、または使用を許可すること。 

1.泥酔状態、または安全運転に支障のある可能性のあるアルコールやドラッグ、またはその他の吸引物質の影
響下にある状態での運転。 

  

2.犯罪として訴追される可能性のある一切の行為を目的とする場合（例：輸送することが違法である人、物、
薬物、または禁制品の運搬など）。 

  

3.人、物を牽引したり、押したりする行為。 

  

4.速度テスト、スピード競技、レース、ラリー、スピード耐久競技、またはスピード耐久の実演等が目的使用。 

  

5.運転手の訓練活動が目的の場合。 

  

6.ハイヤーとして車両を使用して人または財物を輸送する行為（料金または手数料を徴収して輸送する行
為）。 

  

7.不正行為または虚偽情報提供によってハーツから車両をレンタルする行為。 

  

8.危険物(但し、提供されたコンテナの中に収納する車両の操作に使用される物質で、かつ通常の量である
場合には例外)、爆発物、有害な生物活性物質、または放射性物質(研究、教育、または産業用の開発目
的の為の生物活性物質または放射性物質を含むが、それらに限らない)を運搬する場合や、またはそれらに付
随する目的の場合。 

http://thesaurus.weblio.jp/content/%E9%9D%9E%E5%90%88%E7%90%86


  

f.ハワイにおけるレンタルの場合で、ハワイ島から車両を持ち出すこと、また持ち出そうとすること。 

  

g.プエルトリコ、またはセント・トーマスにおけるレンタルの場合で、島外へ車両を持ち出すこと、または持ち出そうと
すること。 

  

第 5項の禁止事項に記載のある状態で車両を使用した場合、以下の事柄が発生する結果となります。 

  

i.お客様が車両損害補償契約を締結している場合でも、準拠法の範囲内で、車両の滅失毀損に対しお客
様が負う債務の制限が喪失します。 

  

ii.準拠法の範囲内で、お客様は、搭乗者傷害保険、携行品保険、追加自動車損害賠償保険、緊急医療
保険、および本契約の下でハーツが提供する一切の自動車損害賠償保険が無効になります。 

  

iii.本契約に対する違反の場合、準拠法の範囲内で、お客様はかかる違反によって引き起こされたハーツの実
質的および結果的な損害(ハーツの関連費用および弁護士への報酬を含む)に対して責任を負います。 

  

6.料金の支払い 

お客様が、ハーツの同意を得た上で、本契約の下で発生する一切の料金の明確な請求対象とする、お客様
を含む人、会社、または事業体は、全ての費用を連帯して、かつ個別に責任を負うものとします。お客様が、
人や会社、またはその他の事業体に対して請求の代理を依頼した場合、お客様にその権限があることを表明
するものとします。本契約が定めるところに従い、期日までの入金が確認できない場合、延滞料金の対象とな
る可能性があります。また、料金の支払いの為に小切手が使用され、かかる小切手が不渡りになった場合や、
請求がクレジットカード、チャージカード、デビットカード、ストアドバリュー・カード/プリペイドカード/ギフトカードにて
行われ、カード発行会社が支払いを行わなかった場合、お客様は手数料の支払い義務を負います。 

  

すべて料金は、レンタル契約が終了した時点が支払い期限となります。お支払いは、現金、クレジットカード、チ
ャージカード、デビットカード、またはハーツが認めるその他の手段によって行うことができます。但し、プリペイド・ク
ーポンまたはクーポンによるお支払いには、別途規定が適用される場合があります。こちらに関しては、以下をご



参照ください。レンタル開始時、お客様は、クレジットカード、チャージカード、またはデビット/チェックカードの提示
を求められ、対象となる車両の料金支払いに関して、ハーツより請求されることにご同意頂く場合があります。お
支払い手段の提示により、お客様はハーツに対し、車両レンタルに関するリスク明確化のため、お客様の信用
状況を含め、個人情報調査の権限を付与するものとします。ハーツは、かかる情報に基づき、お客様に対して
車両をレンタルすることを拒否する権限を有します。ストアドバリュー・カード/プリペイドカード/ギフトカードは、レン
タル契約の際、ご本人確認書類としては誤使用できず、デビットカードも、場合により使用できないことがありま
す。ただし、いずれのタイプのカードも、返却時におけるお支払いにはご使用いただけます。レンタル終了時の料
金支払の際、現金やその他のファーストクレジット、チャージカード、デビットカード、もしくはストアドバリュー/プリペ
イド/ギフトカードをご使用の場合でも、レンタルが終了した時点ではハーツに情報が提供されていない料金に関
しての請求書を当社が受領した場合、またはお客様の登録記録に明確記載されているファーストクレジット、チ
ャージカード、またはデビットカード（レンタルの時点で利用可能なクレジット、または支払い可能な残高の有無、
あるいはお客様の登録記録に具体的な記載があり、請求の時点で全ての料金を支払うに足るクレジットや残
高のあるファーストクレジット、チャージカード、またはデビットカード）に対して請求が行われた場合、お客様また
はかかる料金を請求された人、会社、もしくはその他の事業体は直ちに支払う義務を負います。クレジットカー
ド、チャージカード、デビットカード、またはストアドバリュー・カード/プリペイドカード/ギフトカードを使用した料金の
支払いに関しては、カード発行者とお客様との規約に基づくものとします。お客様はハーツに対して以下の事を
行う権限を与えるものとします。(1)レンタルの時点で、お客様の登録記録に記載され、見積もり料金を上回る
(返却時に適用されるディスカウントまたはプロモーションを控除後)十分なクレジット残または残高がある、ファー
ストクレジット、チャージカードもしくはデビットカードの発行会社に引き落としを依頼するか、または承認を得る事。
(2)レンタルの終了時または終了後に、実際に発生した全ての料金支払(法律が認める場合、車両の損傷、
損害に対する請求も含まれますが、この例に限りません)の為に当該カード(または、あなたの登録記録に記載
されている最初のカードで、請求時点で全ての料金の支払いが可能なクレジットまたは残高があるもの)に対し
て 1 枚以上の(1 枚を含む)クーポンまたは支払伝票を処理する事。デビットカードがお客様の登録記録に記載
されているか、またはレンタルの資格取得の為に使用されている場合で、レンタルが開始した時にハーツよりご請
求させて頂くお客様の講座に関して、お客様が当座貸越されている時にご請求額が実際に発生した料金を上
回っている場合、ハーツは、お客様の当座借越しの費用やその他一切の損失または債務に対しての責任は負
いかねます。お客様のカード発行会社による料金の受領と、カード発行会社による過剰請求分の両者には、
時間的なずれが生じる場合があります。ハーツは全ての料金を監査する場合があります。誤りが発見された場
合、お客様は訂正後の料金を支払うものとします。支払いがクレジットカード、チャージカード、またはデビットカ
ードによる場合、お客様は、かかるカード発行会社に対して請求する料金を修正する権限をハーツに与えるも
のとします。修正に関しては、はすべてお客様にハーツよりご連絡をさせて頂きます。 

  

ハーツは、都度、文書あるいはハーツの記録（クーポン）に記入（記帳）することにより、プリペイド・クーポン、
クーポン、またはクレジットを発行することがあります。これらは、クーポンに関する規約に基づき、レンタル料金の
支払いへの使用が可能です。クーポンを使用してご予約の場合は、お客様は、ハーツにその旨を連絡頂く義務



があります。クーポンは、車両返却時に提出頂くものとします。クーポンで全額をお支払い頂けない場合（あな
たが登録記録の中で選択しているオプションのサービスに対する料金も含めて）は、クレジット残高のある、ファ
ーストクレジット、チャートカード、またはデビットカードに対して請求処理されるものとします。ハーツは、適用され
るクーポンの使用について、クーポン制限を発行する責任を負いません。 

  

7.料金の計算 

a. タイム・チャージはレンタル記録の中で特定された料率で、日、週、月、超過時間、および超過日数に基づ
き（特定された期間を超えた日も含めて）計算されるものとします。最低料金は、レンタル一日分とします。レ
ンタル日数は、レンタル記録の記載に基き、レンタルが開始された時点から連続した 24 時間、または暦日の端
数で構成されるものとします。レンタル記録に示される超過時間料率が、かかる超過時間の料金がレンタル記
録上の超過日に関する 1 日当たりの料率と等しくなるまで、レンタル日を超過した時間（端数の時間を含む）
に対して請求されるものとします。レンタル料率は、お客様が予定返却時間よりも 24 時間以前に返却した場
合、および予定返却時間を 24 時間以上経過してから返却した場合、それぞれ増加するものとします。30 分
間の猶予時間を超えた遅延返却は、1 時間分の料金もしくは 1 日分の料金(またはその両方)の対象となりま
す。超過時間は、新しいレンタル日の開始から 30 分以上が経過した後で車両が返却された場合のみ請求さ
れるものとします。但し、第 3 項に記載される通り、数時間が経過した後で車両が返却された場合、ご返却の
支店が業務を再開するまで料金が発生し続ける場合があります。お客様がレンタル記録に特定されるいずれ
かの条件を遵守しなかった場合、ハーツの特別レンタル料率が適用された料金が請求されるものとします。返
却期日、返却時刻、または場所に関して何か変更がある場合、お客様に対して提示した見積もり料率のトー
タル、および、日もしくは時間ごとの料率も変更される可能性があります。 

  

b.マイル数/キロメートル料金（該当する場合には、超過マイル数/キロメートル数に対する料金を含む）は、
レンタル記録に具体的に記載されるマイル/キロメートル当たり料率に基づくものとします。走行したマイル数/キ
ロメートル数は、車両が返却された時に車両の走行距離計が表示している数字から、レンタル開始時の走行
距離計の数字を差し引いて計算されます（小数点は切り捨て）。次に、マイル/キロメートル当たりの料率に、
走行したマイル数/キロメートル数をかけて計算されます（超過マイル数/キロメートル数の場合、レンタル記録
に具体的に記載される通り、許容されたマイル数/キロメートル数を超過したマイル数/キロメートル数をかける）。
この計算式で算出された数字が、走行距離に対する料金です。 

  

c.お客様が車両レンタルを開始した支店以外の支店に返却した場合、サービス料金が適用される可能性があ
ります。 

  



d.レンタル記録に具体的に記載されている料率で、車両損害補償、プレミアム緊急ロードサービス、搭乗者傷
害保険/携行品保険、緊急医療保険、および追加自動車損害賠償保険が該当する場合は、すべてのレンタ
ル日（またはレンタル日の端数）に関して支払われるものとします。 

  

e.税、税還付、車両免許手数料、空港および/またはホテル関連サービス料、ならびに料金還付、行政による
課徴金またはその他の課徴金ならびにそれらに順ずるサービス料は、レンタル記録に具体的に記載された料率
またはその他準拠法の要件に基づいた料率で、請求/還付されるものとします。 

  

f.通行料金、駐車料金、および交通事故/違反の場合、お客様は、一切の通行料金、駐車料金、交通、通
行違反、その他の経費および科料、牽引料金、格納料金、および押収料金、ならびにあなた又は登録運転
者による車両の使用、占有、操作から発生する一切に対して支払い義務を負います。お客様は、ご自分の請
求情報/レンタル情報、チャージカード情報またはデビットカード情報、ならびにご自分の American Traffic 

Solutions, Inc. および PlatePass, LLC に関する情報を、未払いの通行料金、および一切の違反金、科料、違
約金、および手数料（利用した場合には PlatePass のサービス料を含む）を処理し、請求する目的の場合に
限り、外部に開示できる権限をハーツに対して与えるものとします。また、お客様は、ハーツならびに/また
は American Traffic Solutions, Inc. および PlatePass, LLCを、彼らが同額を支払場合は免責することに同意す
るものとします。お客様は、適用サービス（通常は$30）およびサービスに関連するその他の手数料、通行料、
通行違反、駐車違反、交通違反の費用、およびレンタル中に発生した一切の未払通行料、通行違反、駐
車違反、およびその他の召喚の為にお客様に関する情報を裁判所または行政機関に提供する為に要した費
用を、請求があれば直ちに支払うことに同意するものとします。さらに、お客様は、ハーツ、American Traffic 

Solutions, Inc. および/または PlatePass, LLCが、お客様の個人情報（あなたの名前、住所、および運転免許
証番号を含むが、これらに限定されない）を、レンタル中に発生した未払い通行料、通行違反、駐車違反、
またそれ以外の為の召喚に関する通告等に対して責任を負う政府機関または裁判所に提出する権利を有す
ることに同意するものとします。ハワイを含む米国におけるレンタルに関して:ハーツまたは American Traffic 

Solutions, Inc.が島外の違反または通行料を支払わなければならない場合、お客様が請求されるサービス料の
金額は一回の料金発生または召喚当たり$42.00 を上限とします。弊社では、裁判所、郡の役所、または他
の適切な機関に対して、適用料金、科料、費用、金銭評価額、違約金、サービス料、課徴金またはその他の
諸費用は、直接お支払いすることを推奨しています。 

  

f.回復費用は、本契約に基づき車両を回収する為にハーツにかかった全ての費用から構成されるものとします。
または、お客様やすべての登録運転者、またはお客様や登録運転者の許可を得て車両を操作したすべての
者が使用した結果として行政当局に車両が差し押さえられた場合には、一切の弁護士費用および訴訟費用
を含め（但し、これらに限定されない）車両を回収する為にハーツにかかったすべての費用から構成されるもの
とします。 



  

g.回収費用は、お客様又は請求の対象となった者から料金を回収する為にハーツにかかったすべての費用から
構成され、その費用には全ての弁護士費用および訴訟費用が含まれますが、必ずしもこれらに限定されません。 

  

h.延滞料は、ハーツが料金の請求書をお客様又はその他の請求対象者に郵送後 30 日以内に支払いが行
われなかった場合、かかる料金の残高に対して適用される可能性があります。こちらの請求書は、レンタル時に
提示頂いたお客様またはご関係者の住所か、あるいはハーツのファイルに存在するお客様またはご関係者の請
求先住所に郵送されるものとします。 

  

i.科料およびその他の費用には、お客様または登録運転者（若しくは許可を得て車両を操作した人物）が
車両を使用した結果、ハーツに対して請求された、またはハーツが既に支払った一切の科料、違約金、弁護士
費用および訴訟費用が含まれます（但し、これらに限定されません）。 

  

j.ハーツ NeverLostR In-car ナビシステムや代替 GPS、またはその他のナビゲーションシステム、および（該当する
場合には）乳幼児用シートなどの追加サービスに対する料金は、レンタル記録に具体的に記載された料率で
請求されるものとします。追加サービスの料金は、レンタル記録に日々の料率として記載されている場合には、
レンタル日の各日（またはその端数）に対して請求されるものとします。 

  

k.お客様が、返却期日および時刻よりも 24 時間以上早く車両を返却した場合で、かつ、変更の 24 時間以
上前にハーツにお電話を頂き（1-800-654-4174）変更をご連絡頂けなかった場合、最大$18 の早期返却手
数料が適用されるものとします。このサービス料は、お客様がレンタルの時間を短縮した結果発生するレンタル
料率の変更に加算して適用されるものとします。 

お客様が返却期日および時刻よりも 24時間以上遅延して車両を返却した場合で、かつ、かかる変更の 24時
間以上前にハーツにお電話頂き（1-800-654-4174）変更をご連絡頂けなかった場合、1 日当たり最大$15

（最大 5 日で$75）の遅延返却手数料が適用されるものとします。このサービス料は、お客様がレンタルを延
長した結果発生するレンタル料率の変更に加えて、適用されるものとします。 

  

l.お客様がご予定していた支店とは異なる支店に車両を返却した場合、または返却期日および時刻よりも 24

時間以上前に、もしくは 12 時間以上後に車両を返却した場合で、かつ、かかる返却の 24 時間以上前に支
店の変更またはレンタルの延長についてハーツにお電話にて（1-800-654-4174）ご通知頂くか、または
Hertz.com.のウェブサイト上で修正頂いた場合、$10 の返却変更手数料が適用されるものとします。このサービ



ス料は、お客様が返却支店を変更したことや、レンタルの時間を変更した結果として発生するレンタル料率の
増加に加えて、適用されるものとします。 

  

m.キーの紛失/キーホルダーの紛失/ロックアウトお客様が車両のキー/キーホルダーを紛失した場合、ハーツは、
キーまたはキーホルダー交換費用、および代替キーまたはキーホルダーお届けの費用（該当する場合）、また
は車両を近隣のハーツ支店まで牽引する費用を、お客様に請求することができます。お客様が、キー/キーホル
ダーを車両の中に置いたままドアをロックしてしまい、ハーツがその処理を担当した場合、ハーツは、代わりのキー
またはキーホルダーお届けの費用（該当する場合）、または車両を近隣のハーツ支店まで牽引する費用を、
お客様に請求することができます。 

  

n.GPS機器、車両のシート等の紛失/破損レンタル期間中に、GPSや NeverLost機器、車両シート、または個
別に提供されたその他一切の製品を紛失したり、盗難に遭ったり、破損した場合、お客様はハーツに連絡する
義務を負い、また、かかる製品の交換、注文、およびサービスに要する費用を支払う義務を負います。 

  

o.喫煙料金。ハーツの職員が、（臭気、試験紙、またはその他の仕組みに基づき）お客様が車両内で喫煙
を認めた場合、または車両から煙草やマリファナ、その他の煙の臭いがした場合、お客様には$400 の請求が行
われるものとします。 

  

p.レンタル記録に具体的に記載されたその他一切の料金は、レンタル記録に具体的に記載された料率で請
求されるものとします。かかる一切の料金は、レンタル記録に日々の料率として記載されている場合には、レンタ
ル日の各日(またはその端数)に対して請求されるものとします。 

  

q.料金は、車両がハーツに返却されるまで発生し続けます。車両が盗難に遭った場合には、お客様が、盗難
の発生した地域を管轄する警察とハーツの双方に対して盗難報告をするまで発生し続けます。 

  

8.燃料（ガソリン）再充填の方法 

  

A.米国内でのレンタルに関してハーツのレンタルは、基本的に、燃料（ガソリン）が満タンの状態で開始するも
のとします。但し、例外もあります。燃料再充填の方法としては、以下があります。 

  



1.お客様がレンタルの開始時、ハーツから燃料を購入せず、かつ車両返却時にレンタル開始時と同量の燃料
（ガソリン）が入っている場合、お客様は燃料費をお支払いいただく必要はありません。 

  

2.お客様がレンタルの開始時にハーツから燃料を購入せず、かつ車両を返却する時にレンタル開始時と同量の
燃料が入っていない場合、レンタル記録に具体的に記載される 1 マイル/キロメートル当たり、または 1 ガロン当
たりに適用される料率に基づき、ハーツは、お客様に燃料料金およびサービス料金を請求するものとします。 

  

a.お客様がレンタル中に燃料を購入しない場合、1 マイル/キロメートル当たりの料率が使用されるものとします。
ハーツは、この金額を、車両の走行距離計が示す走行マイル数と、レンタル記録に示されるマイル/キロメートル
当たりの料率をかけて計算するものとします。 

  

b.お客様がレンタルの間に燃料を購入し、車両返却時にはレンタル開始時と同じく満タンではなかった場合、ガ
ロン当たりの料率が使用されるものとします。ハーツは、この金額を、燃料タンクをレンタル開始時と同じ水準ま
で再充填するのに要したガロン数に 1 ガロン当たりの料率をかけて計算するものとします。計算を簡便化する為
に 2 つの計算式が使用されますが、マイル/キロメートル当たりの料率を用いた場合と、ガロン当たりの料率を用
いた場合とでは、結果に大きな違いはありません。 

  

3.お客様が、レンタル開始時点で燃料購入オプションを選択することによって、燃料をハーツから購入することを
選択した場合、お客様は、かかる購入に関してレンタル記録に示される通りの請求を受けるものします。このオ
プションを選択した場合、お客様は追加の燃料料金およびサービス料金を請求されることはありませんが、車両
返却時にタンクに残っている燃料分（差額）の払い戻しを受けることもありません。但し、以下はその例外とな
ります。 

  

a.ハワイでレンタルした場合、お客様が燃料を満タンにして車両を返却する場合、お客様は、ハーツから燃料の
購入に対して請求された金額の払い戻し（または、請求金額の控除）を受けることができます。 

  

b.お客様が、選択された場所から 75 マイル以下しか走行しなかった場合、法律の範囲内で、以前にハーツか
ら燃料の購入に対して請求された金額の払い戻し（または、請求金額の控除）を受け、レンタル記録に具体
的に記載される料率に基づき、75マイル分の燃料料金およびサービス料金を請求されるものとします。 

  



サブパラグラフ 8.(a)(3)の（a）項または（b）項が適用されるレンタルを除き、燃料購入オプションのガロン当た
りの料金は常に、燃料料金およびサービス料金よりも低額になります。しかし、燃料購入オプションを選択した
場合、車両返却時にタンクに残っている燃料に対する払い戻し（または請求額の控除）を受けることはありま
せん。一般的に、地元のガソリンスタンドでお客様自身にて給油頂く方が、燃料料金およびサービス料金や、
燃料購入オプションと比べて低額になります。しかし、燃料料金およびサービス料金や、燃料購入オプションは、
返却前に燃料を充填する必要がなく、便利です。 

  

B.カナダにおけるレンタルに関して。ハーツのレンタルは、基本的に、燃料が満タンの状態で開始するものとしま
す。但し、例外もあります。以下の 3つの燃料充填（給油）オプションがあります: 

  

1.お客様がレンタルの始めにハーツから燃料を購入せず、そして車両を返却する時に車両を受け取った時と同
じ量の燃料が入っていれば、お客様は燃料の料金を支払うことはありません。 

  

2.お客様がレンタルの開始時にハーツから燃料を購入せず、そして車両を返却する時に車両を受け取った時と
同じ量の燃料が入っていなければ、レンタル記録に具体的に記載される 1 マイル/キロメートル当たり、または 1

ガロン当たりに適用される料率に基づき、ハーツは、お客様に燃料料金およびサービス料金を請求するものとし
ます。 

  

a.お客様がレンタルの間に燃料を購入しない場合、1 マイル/キロメートル当たりの料率が使用されるものとしま
す。ハーツは、この金額を、車両の走行距離計が示す走行マイル数と、レンタル記録に示されるマイル/キロメー
トル当たりの料率とをかけて計算するものとします。 

  

b.お客様がレンタルの間に燃料を購入し、かつ車両返却時には車両受け取り時と同じく満タンではなかった場
合、ガロン当たりの料率が使用されるものとします。ハーツは、この金額を、燃料タンクを車両受取り時と同じ水
準まで再充填するのに要したガロン数に 1ガロン当たりの料率をかけて計算するものとします。 

  

計算を簡便化する為に 2 つの計算式が使用されますが、マイル/キロメートル当たりの料率を用いた場合と、ガ
ロン当たりの料率を用いた場合とで、結果に大きな違いはありません。 

  



3.お客様が、レンタル開始時点で燃料購入オプションを選択することによって、燃料をハーツから購入することを
洗濯した場合、お客様は、かかる購入に関してレンタル記録に示される通りの請求を受けるものします。このオ
プションを洗濯すると、お客様は追加の燃料料金およびサービス料金を請求されることはありませんが、車両返
却時にタンクに残っている燃料分の払い戻しを受けることもありません。但し、車両の走行距離が 100 マイル以
下で、かつ燃料が満タン未満の状態で車両を返却した場合、お客様が支払う燃料費を減額させる場合に限
り、以前に燃料購入の為にハーツから請求された金額の払い戻し（または請求額の控除）を受け、レンタル
記録に示されるマイル/キロメートル当たりの料率に基づいて燃料料金を請求されるものとします。 

  

サブパラグラフ 8.(B)(3)が適用されるレンタルを除き、燃料購入オプションのガロン当たりの料金は常に、燃料料
金およびサービス料金よりも低額になります。しかし、燃料購入オプションを選択した場合、車両返却時にタン
クに残っている燃料に対する払い戻し(または請求額の控除)を受けることはありません。一般的に、地元のガソ
リンスタンドでお客様ご自身にて給油頂く方が、燃料料金およびサービス料金や、燃料購入オプションと比べて
低額になります。しかし、燃料料金およびサービス料金や、燃料購入オプションは、返却前に燃料を充填する
必要がなく、便利です。 

  

9.仲裁規定 

本契約には、陪審裁判や集団訴訟よりは、仲裁または個別の少額訴訟判例が必要です。本契約を締結
することによって、お客様はこの仲裁約款に同意するものとします。物的損害、人身傷害、または死亡に関
する訴訟を除き、弊社とお客様の間における一切の訴訟は、仲裁または個別の少額訴訟判例によって解
決されるものとします。集団仲裁および集団訴訟は適用されません。お客様及びハーツ（以下、ハーツ）
は、それぞれ陪審裁判を受ける権利、または集団訴訟に参加する権利（集団の代表であるか一員である
かを問わない）を放棄するものとします。お客様及びハーツは、、行政機関に対して、いかなる問題について
も提起することが可能です。この仲裁規定の適用範囲は広く、契約や不法行為、法令、詐欺、虚偽表示
またはその他一切の法理論に基づくか否かに関わらず、お客様及び弊社の間における一切の関係または
意思疎通に関し、この仲裁規定の対象となります（但し、これらに限定しない）。こちらは、連邦仲裁
法 9 合衆国法典 §§ 1 以下のが適用されます。この仲裁規定の下のいかなる仲裁も、すべての問題は仲
裁人により決定されます。それには、その人自身の管轄、およびこの仲裁規定の存在、範囲、正当性に関
する意義申立も含まれます。特段の合意が無い限り、仲裁は、お客様の請求書送付先住所の国で行われ
ます。米国仲裁協会(「AAA」)は、消費者仲裁規則(「規則」)に基づき、一切の仲裁を執り行うものとします。
当該規則は www.adr.org で入手することができます。お客様及びハーツは、仲裁を要求する書面を相手
方当事者（ハーツの郵送先、8501 Williams Road, Estero, FL 33928 宛先：仲裁担当者) に対して一
通、および AAA に対して二通送付することによって仲裁を開始することができます。お客様が仲裁を通して
請求する金額が$10,000以下である場合、ハーツは、AAAが要求する出願料をお客様に還付するものとし
ます。仲裁人は、救済を求める側の当事者の訴えを支持し、根拠があると認める場合に限り、金銭および



差し止め請求権を裁定することができます。仲裁裁定における判断は、管轄権を有する裁判所の立ち合い
のもとで行うことができます。仲裁裁定とそれを確認するための一切の判断は、その仲裁における特定の両
当事者だけに適用されるものであり、当該裁定が強制される場合を除き、他の一切のケースに適用される
ことはできません。仲裁人は 2人以上の人の訴えを統合してはなりません。また、いかなる場合においても代
表者となってはならず、集団訴訟を主宰してはなりません。お客様がこの仲裁規定に同意できない場合、
本契約の受領から 30 日以内に no.arbitration@hertz.com 宛てに電子メールを送るか、または 8501 

Williams Road, Estero, フロリダ 33928 ハーツ社 法務部までその旨を郵送にて弊社へ書面で通知しなけ
ればなりません。通知には、お客様のお名前、住所、予約 ID 番号またはレンタル契約書番号(提供された
場合)、および本仲裁規定に同意しない旨を明確に述べた文書を含んでいることが必要です。以前に既に
お客様がオプトアウトする旨の決定をハーツに対して通告している場合は、再通告の必要はありません。 

  

10.財物に対する責任 

お客様若しくは登録運転者またはそれ以外の一切の者の個人的財物に、お客様または彼らの作為や不作為
を原因とした損失または損害が発生した場合、ハーツはそれに対し責任を負わないことにお客様は同意するも
のとします。また、ハーツの過失が原因でかかる事態が発生しても、法律の範囲内でハーツはそれに対して責任
を負わないことにお客様は同意するものとします。お客様及び登録運転者は、本契約を締結することによって、
お客様またはそれ以外の何人かの個人的財物に発生した損失または損害に関連して、ハーツやハーツの代理
人または従業員に対して訴えを申し立てる権利を放棄するものとします。これには、お客様もしくは全ての登録
運転者、全ての第三者に関して、ハーツの車両の中またはハーツの敷地内で発生した財物の盗難を含みます
が、これらに限定されません。また、この件には、法律の範囲内で、ハーツの過失（全体的な過失であるか、部
分的な過失であるかを問わない）によって、ハーツの車両の中またはハーツの敷地内で発生した財物の盗難も
含まれます。お客様及び全ての登録運転者は、本契約の下のレンタルに関連して発生した財物の損失または
損害について、ハーツに対して起こされた訴訟からハーツを保護し、何事も無きよう努めることに同意するものと
します。 

  

11.賠償責任 

お客様の会員優待番号または料率プランがハーツによる自動車損害賠償保険の延期を含んでいる場合は、
以下のサブパラグラフ(a)は、米国のすべての支店におけるレンタルに適用されるものとします。また、サブパラグラ
フ（a）も、2016年 6月 1日現在、レンタカー会社に対して主要な自動車賠償損害保険の提供を義務づけ
る法律を持つ米国の法域で開始されたレンタルに適用されるものとします。かかる法域には、メリーランド、マサ
チューセッツ、ミシガン、ニューヨーク、サウスカロライナ、バージニア、ウェストバージニア、およびセントトーマスが含ま
れます。また、以下のサブパラグラフ（a）は、レンタカー会社がハーツのラインセンシーである場合、カリフォルニア
またはバージニアで開始されたプログラム・レンタルに対しても適用されるものとします。 



  

a.本サブパラグラフに記載される限度内で本契約に許容される方法での車両使用中に事故が発生した場合、
ハーツは、お客様及びその他一切の登録運転者を、肉体的損傷(死を含む)および物的損害に関連して発生
した第三者に対する債務から保護し、防護するものとします。但し、定義上、かかる第三者には、お客様又は
全ての登録運転者の家族（血縁者、婚姻、養子縁組）で、お客様（または彼ら）と同居している者は含ま
れません。所有者責任を含め、この補償の上限は、より高い上限が会員優待番号またはレンタル記録に示さ
れる料率プランに適用される場合を除き、事故が発生した法域における自動車損害賠償責任法の要求する
最低限度と同額です。お客様が事故に関与している場合、これらの上限は、お客様の債務を十分にはカバー
できない可能性があります。この補償は、全ての適用ある義務的な「無過失」法の基礎要件は満たしています
が、「無保険自動車運転者」「一部保険の自動車運転者」「無過失に対する補完」または、その他一切の任
意保険を含んでいません。法律の範囲内で、ハーツは、かかる補償を含めることを放棄し、 

拒絶するものとします。これらの補償が法律によって課される場合、かかる補償の上限は、事故が発生した法
域の法律に基づく主要な自動車損害賠償保険が定める最低限度になります。ハーツは、このサブパラグラフに
記載される補償は、お客様または登録運転者に適用される可能性のある保険適用範囲に関して主要なもの
であることを保証するものとします。法律の範囲内で、お客様または登録運転者に対するハーツの補償義務は、
債務補償の適用上限の提示後、または消尽後は、消滅するものとします。 

  

以下のサブパラグラフ(b)は、サブパラグラフ(a)に記載されたものを除き、米国内での全てのレンタルに関して適
用されるものとします。 

  

b.お客様がレンタル開始時に追加自動車損害賠償保険（適用範囲の要約は下記の通り）を購入せず、
車両の使用の結果事故が発生した場合、お客様の保険と車両の操作者の保険が主要な保険となります。
法律で認められる場合、ハーツは、このレンタルをカバーする第三者債務補償は一切提供しません。お客様は、
お客様及びご自身の保険会社が、レンタル期間中に車両を使用または操作したことに起因し、またはそれによ
り発生した人身傷害(死や財物損傷を含む)に関する第三者からの全ての訴え(第三者訴訟)を取り扱い、保
護し、および支払いを行うことに対して責任を負うことに同意するものとします。お客様は、ご自身の保険が、
(適用される)法律の要求する最小財務責任をカバーできるものであることを宣言し、これを保証するものとしま
す。お客様は、レンタル期間中の車両の使用または操作に起因する、またはそれから発生する一切の損失、
債務、または損害、ならびに弁護士費用及びその他の費用から、ハーツを補償し、防御することに同意するも
のとします。法律が定める場合を除き、ハーツは、レンタルに関連して一切の「無保険の」または「過小保険の」
自動車運転手補償を提供せず、また車両に対する物的的損害に対する補償も提供せず、また「無過失」の、
またはその他の選択的補償も提供しないものとします。そして、ハーツとお客様は、法律の認める範囲内で、か
かる補償を含めることを放棄し、これを拒絶するものとします。本契約に拘わらず、法律によりハーツに何らかの
補償義務が課される場合、かかる補償は、事故が発生した法域における法定財務責任(賠償責任)の上限を



超えない範囲で、その他の保険に対して従属的なものとなります。ハーツは、自家保険証明または保険証券の
下、自動車損害賠償保険を提供することができます。 

  

フロリダで開始されるレンタルに関して:特段の定めが無い限り、フロリダの法律では、ハーツの自動車損害賠償
保険および人身傷害補償を主要な補償手段にすることを義務づけています。したがって、お客様の会員優待
番号または料率プランが、ハーツの自動車損害賠償保険の拡張を含んでいるか、あるいはお客様が任意の追
加自動車損害賠償保険に加入しない場合、または車両をレンタルしているいかなる運転者の、有効で回収
可能な損害賠償保険および人身傷害補償保険が、フロリダ法令 ss.324.021(7)および 627.736 の要求する
責任限度および人身傷害保険の補償適用範囲に関して、主要な保険であることを、ハーツはここにお客様に
対して通知するものとします。主要な保険とは、損失補償の場合、お客様の、または登録運転者の保険が、
上限額まで、人身傷害または財物損害の訴えに対する支払いにおいて責任を負うことを意味します。 

  

  

c.カナダで開始されたレンタルに関して、本サブパラグラフに記載される限度内で本契約に許容される方法での
車両使用中に事故が発生した場合、ハーツは、お客様及び全ての登録運転者を、肉体的損傷(死を含む)お
よび物的損害に関連して発生した第三者に対する債務から保護し、また防護するものとします。かかる第三者
には、お客様又は全ての登録運転者の家族（血縁者、婚姻、養子縁組）で、お客様(または彼ら)と同居し
ている者は含まれません。この補償上限は、人身傷害および物的損害に対して、一回の支払上限が合計
CAN$1,000,000とします。この補償は、全ての適用ある義務的な「無過失」法の基礎要件には適用されますが、
「無保険自動車運転者」「一部保険の自動車運転者」「無過失に対する補完」または、その他一切の任意
保険を含んでいません。法律の認める範囲内で、ハーツおよびお客様は、かかる補償適用範囲を含めることを
拒絶するものとします。お客様または全ての登録運転者以外の者にかかる補償義務を法律が課す場合、かか
る補償適用の上限は、事故が発生した法域の法律が義務付ける最低金額となります。ハーツは、本サブパラ
グラフに記載されている補償が、事故が発生した法域の法的義務に基づき提供されることを保証するものとし
ます。準拠法の範囲内で、本サブパラグラフに記載されている補償は、お客様の保険および車両運転者の保
険に対して従属的なものとなります。 

  

d.お客様及び全ての車両運転者は、お客様またははお客様の許可を得て車両を運転した全ての者による車
両使用または車両占有から発生した全ての損失、債務、訴訟、要求、訴権、弁護士費用、およびあらゆる
種類の費用(ハーツ単独の過失から発生した損失の場合を除き、本契約の権利を執行する為にハーツが費や
した弁護士費用を含むが、これに限らない)から、ハーツやハーツの代理人、従業員、および関係会社を補償し、
防護するとします。 

  



ミシガンで始まるレンタルに関してミシガン法の下では、ハーツは、車両の操作に過失があったことによって引き起
こされた人身事故に関して、一回の事故につき一人の肉体的損傷または死亡の場合は上限 US$20,000、一
回の事故で二人以上の肉体的損傷または死亡の場合は上限 US$40,000 の債務を負います。但し、お客様、
お客様の配偶者、その他の登録運転者、またはお客様のご父母、兄弟姉妹、子供、またはその他の直接的
な家族が車両を操作時の事故が原因であることが条件となります。お客様は、前記で具体的に記載された上
限金額に関してハーツに債務を負い、かかる上限を超えて裁定された金額に関して、被害者に債務を負いま
す。 

  

e.ペンシルベニアで開始されたレンタルに関して、お客様は、本契約や一切の保険、または本契約の下で発行
される自家保険の下、お客様および車両の全ての搭乗者の為の無保険自動車運転者に対する補償を拒絶
するものとします。無保険自動車運転者補償は、人身傷害が、かかる損失および損害の支払いをする保険に
加入していない運転者の過失を原因として発生した場合に、お客様および車両のその他の搭乗者が受けた損
失および損害を補償する為のものです。 

  

f.お客様がコロラドで事故に関与した場合、ハーツは、コロラド法の定めに従い、人身傷害に対する基本的な
無過失補償、および補完的な無過失補償を提供するものとします。但し、一人の肉体的損傷(死を含む)に
関して US$200,000を上限とするものとします。 

  

g.事前にハーツから明確な書面承諾を得ずに車両をメキシコで走行させることは禁止されています。またハーツ
は、かかる承諾を弊社の裁量のみで撤回することができます。承諾を得た場合でも、お客様は、ハーツを通して
メキシコで有効な保険に事前加入しなければなりません。車両がメキシコにある間、ハーツは、いかなる自動車
損害賠償保険も本契約の下で提供しないものとします。 

  

12.事故、盗難、および破壊行為 

車両に関して事故、盗難、および破壊行為が発生した場合、お客様は即座に、かつ適切に、車両レンタル会
社と、事故が発生した場所を管轄する警察に対して報告をしなければなりません。お客様は、目撃者や関与
したその他の車両、それらの車両の運転者や所有者、および該当する保険に関して詳細な情報を得る義務が
あります。お客様または登録運転者が当該事件に関連して何れかの書類を受領した場合、それらの書類は速
やかにハーツに提供されなければなりません。お客様及び登録運転者は、かかる事件の調査およびその後の訴
訟に対する弁護に関して、ハーツに協力しなければなりません。協力しない場合、すべての自動車損害賠償
保険、搭乗者傷害保険/携行品保険、 追加自動車損害保険、および車両損害補償制度は無効となりま
す。お客様及び登録運転者は、ハーツに対して、事件に関する記録または情報を入手すること、事件が起きた



法域の裁判所の管轄権に対して同意すること、およびかかる管轄権に対して異議を唱える権利を放棄するこ
とに関して権限を委ねます。 

  

13.責任の制限 

ハーツは、お客様または全ての登録運転者に対して、本契約がカバーする事柄からいかなる形態であれ発生し
たいかなる類の直接的及び間接的損害、特別損害、または必然的損害（逸失利益を含む）に関して一切
責任を負いません。 

  

14.デイド郡における権利放棄 

  

a.権利放棄されない限り、マイアミ・デイド郡で車両をレンタルした者には、郡が認可した訪問者用の情報マッ
プの提供が義務づけられています。一般に、デイド郡にあるハーツの拠点では全て、これらの地図を提供してい
ます。車両をレンタルする者は各自、レンタルの開始時に、必ずマップの受取りを承認するか、またはマップを受
け取る権利を放棄するものとします。この北米規定を受諾することで、お客様は、かかるマップを受け取る権利
を放棄するものとします。 

  

15.オプション・サービス-車両のクラス 

以下に記載される場合を除き、プログラムを使用するすべてのレンタルに関して、お客様は、登録記録において
ご自身で選択したオプション・サービス（利用可能な場合）と車両クラスを要求したものとします（かかる選択
は、お客様の登録会社に対する文書通知を以て、または当社のインターネット上のウェブサイト上で、その時々
に修正される可能性があります）。お客様は、レンタルの開始時に、レンタルに関して異なったオプション・サービ
スを選択することができます。レンタル開始時に異なったオプション・サービスを選択する為には、レンタル開始時
にその旨をハーツの窓口にお知らせ頂き、弊社窓口の担当者がお客様の洗濯を反映させるよう、レンタル記録
を修正しなければなりません。お客様は、予約時に異なった車両クラスを選択することができます。2016年 6月
1 日現在、プログラムを利用して米国およびカナダで一般的にレンタル可能な車両クラス（地域によって若干の
差異あり）には、コンパクト車、中型車、フルサイズ 4 ドア、スポーティ 2 ドア、プレミアムカー、ラグジュアリーカー、
および SUV が含まれます。現地での空車状況にもよりますが、ミニバンやオープンカーなどの特殊車両も、ご予
約の際のリクエストにて、プログラムを利用してレンタルが可能です。 

  

  



米国およびカナダにおけるレンタルでご利用可能なオプショナルサービスの概

要 

 本書は、概要のみであり、適用される追加自動車損害賠償保険、搭乗者障害保険、携行品保険および
緊急医療保険 (会社事務所における検査対象) およびこの契約のすべての規定、制約および例外の対象で
す。異なる営業所におけるレンタルは、異なるレンタル契約の補償範囲となるので、契約のコピーを要請する場
合は、車両をレンタルする営業所を特定してください。オプションの車両損害補償制度 (保険ではありませ
ん) に関する詳細については、この北米向け約款の 4.d、4.e、4.f、7.d をご参照ください。本概要は、2016年 6

月 1 日時点のものです。提供されるオプショナルサービス、補償、制限、除外その他の特徴および価格はすべ
て通知なく変更されることがあります。 

  

 
 

ハーツによって提供される保険契約 (LIS、PAI/PEC、ESP) は、レンタル契約者の個人的な自動車保険、住宅
所有者保険、個人賠償保険またはその他の補償によってすでに付与されている補償と重複している可能性が
あります。これらの補償の購入は、自動車レンタルに必要ありません。 

  

メリーランド州で開始されるレンタルについて：ハーツが提供する自動車保険は、必要とされないことがあります。
個人の自動車保険契約が、利用者のレンタル車両運転中の賠償責任を補償する可能性があります。このレ
ンタルに補償が提供されるかどうか、ご自分の自動車保険契約の約款をご確認ください。保険の購入は、自動
車のレンタル条件として必要ありません。また、このレンタル車両を事故または修理のためにご利用する場合、
州法が個人の自動車賠償保険契約による補償を定めている可能性があり、超過賠償責任保険の購入は、
法律によって義務づけられているレンタル車両の所有者によって提供される補償と重複する可能性があります。 

  

テキサス州で開始されるレンタルについて：ハーツが提供する自動車賠償保険は、必要でない可能性がありま
す。テキサスにおける自動車保険契約は、利用者のレンタル車両運転中の賠償責任を補償します。その他の
州または国で発行された自動車保険もこの補償と重複する可能性があります。LIS の購入は、自動車のレンタ
ル条件として義務づけられてはおりません。本保険は、法律に違反した薬物またはアルコールの影響下にある
運転手によるレンタル車両の使用または使用の許可によって発生した対人または対物賠償責任に対しては適
用されません。 

  



  

追加自動車損害賠償保険 (LIS)補償概要 

(米国内のレンタルにのみ利用可能) 

  

補償範囲 

お客様が LIS の購入を決めた場合、お客様が車両をレンタルするザ・ハーツ・コーポレーションまたはハーツ非直
営営業所に発行された超過自動車賠償責任保険契約に基づき、お客様および登録運転者に補償が提供
されます。2016年 6月 1日現在、ザ・ハーツ・コーポレーションに対して発行された超過自動車賠償責任保険
契約は、ACE American Insurance Companyによって発行されています。 

  

限度額 

LIS は、第三者の自動車賠償責任の申し立てに対し、本北米向け約款第 10 項に定められた賠償責任保
護限度額と 1 事故の死亡を含む対人および対物損害賠償最大包括限度額 US$1,000,000 との差額の補
償を提供します。ザ・ハーツ・コーポレーションがレンタル会社であるレンタルについては、LIS は、無保険者および
補償額が不十分な保険に対する対人および対物損害補償に関し、該当する部分について、1 件の事故当た
り法定第 1 次保険最小限度額と US$1,000,000 の限度の差額についても提供します。ただし、この補償は、
レンタル会社がハーツ非直営営業所の場合、係る補償が義務づけられていないこれら州におけるレンタルにつ
いては現在提供されていません。 

  

除外事項 

本契約によって車両の使用が禁止されている行為の結果発生した請求やお客様または登録運転者と同居し
ている血縁、結婚、養子縁組による家族による請求に対する除外事項はすべて、適用される契約に定められ
ており、そのコピーは会社事務所で参照できます。 

  

補償の取得/拒否方法 

お客様が登録時に LIS を「受諾」すると示した場合、米国 (プエルトリコおよびセント・トーマスを含む) で行うプログ
ラムによるレンタルの各レンタル期間中、補償が提供されます。2016年 6月 1日現在、このオプション補償の 1

日当たりの料金は US$18.85 以下ですが、料金は通知なく変更されることがあります。レンタル時の料金は、レ
ンタル記録に表示されます。この 1日当たりの料金は、1日または 1日に満たない日ごとに発生します。 



  

お客様のレンタル記録には、レンタル開始場所の司法所轄地における LIS の受諾または拒否の決定に関する
追加開示を含むことができます。レンタル開始時に、これら開示事項を注意深くお読みください。登録時に LIS

を拒否した場合でも、レンタル開始時に受諾の意思をハーツ係員に知らせ、その旨レンタル記録を修正すること
によって、特定のレンタルについて LIS を受諾することができます。同様に、登録時に LIS を受諾した場合でも、
レンタル開始時にハーツ係員にレンタル記録を修正させることにより、特定のレンタルについて LISを拒否すること
ができます。 

 
 

請求通知 

LIS を購入した場合、北米約款第 12 項に基づき事故を適切に報告すると、LIS 補償は自動的に請求書に
添付されます。 

  

  

  

搭乗者障害保険 (PAI) および携行品保険 (PEC)補償概要 

(米国およびカナダにおけるレンタルで利用可能) 

  

PAI/PEC補償の取得法 

登録時に PAI/PECを「受諾」すると示した場合、米国およびカナダで行うプログラムによるレンタルの各レンタル期
間中、補償が提供されます。PAI および PEC は別々では利用できず、組み合わせのみご利用いただけることに
ご注意ください。2016年 6月 1日現在、オプションの PAI/PEC補償の 1日当たりの料金は、米国では US$ 6.95

以下、カナダでは CAN$7,95 ですが、料金は通知なく変更されることがあります。レンタル時の料金は、レンタル
記録に表示されます。係る料金は、1 日または 1 日に満たない日ごとに 1 日分が請求されます。補償は、レン
タル会社に対して発行された契約 (レンタル記録で規定) に基づき提供されます。2016年 6月 1 日現在、米
国におけるザ・ハーツ・コーポレーション直営営業所で開始されたレンタルに対しては、PAI/PEC 補償が提供され
ている契約は、ACE American Insurance Company によってザ・ハーツ・コーポレーションに対して発行されていま
す。 

  



搭乗者障害保険 (PAI)： 

補償および給付 

米国におけるレンタルに関しては、PAI 契約はその他すべての原因とは無関係に事故に直接起因する死亡に
対して補償を提供します。契約者は、レンタル期間中の係る事故に対して補償されます。同乗者も補償され
ますが、乗車中および乗降時に発生した事故のみが対象となります。米国での給付額のほとんどに、契約者に
対する死亡給付金の US$175,000 および同乗者 1 人当たり US$17,500 が含まれます。PAI は、医療費に対
する限定補償 (給付額は $2500 (ニューヨーク州では $3500) を上限とします) および救急車の費用 (給付額
は $250 (ニューヨーク州では$150) を上限とします) も提供します。米国の大部分においては、1 事故当たりの
給付額は、US$225,000に限定されます。カナダにおけるレンタルに対しては、PAI契約は事故による死亡および
/または事故による手足の切断を補償します。死亡給付金は、契約者に CAN$100,000 および同乗者 1 人当
たり CAN$10,000 です。手足の切断給付金は、契約に定められる給付金規定に基づき支払われます。契約
者は、契約期間中の係る事故に対して補償されます。同乗者に対しても限定給付金が支払われますが、車
両に搭乗していたときの事故による傷害のみが対象となります。これらの給付金は、その他の保険契約による
他の給付金に関わらず支払われます。米国およびカナダ両方における補償は、各種除外事項やレンタル約款
の対象となります 

  

除外事項 

米国の大部分において、PAI 保険は本契約に違反する車両の使用による傷害または死亡に対する補償、お
よび以下による傷害または死亡に対する補償も除外します。(a) 故意の自傷行為 (b) 航空機による旅による
もの (c) 暴行または重犯罪、または同未遂によるもの (d) 医師の処方または診察によるもの以外 (カナダでは
この除外は、医師の診察によるものに関わらず適用されます) の酩酊または麻薬によるもの、または (e) 正気ま
たは狂気による自殺または自殺未遂。カナダにおけるレンタルおよび米国における非直営営業所からのレンタル
については異なる除外事項が適用されることがあります。 

  

請求通知 

PAI 給付の請求につながる可能性が高い出来事が起きた場合、レンタル会社にただちに書面による通知を行
ってください。ハーツは、請求書用紙を送付し、補償を提供する保険会社の住所をお知らせします。お客様は、
保険会社にレンタル記録を添付して請求書を提出しなければなりません。 

  

携行品保険 (PEC)： 

補償範囲 



米国で開始されたレンタルに関しては、車両を利用しての旅行中に、補償対象者が所有する携行品を運搬
中またはホテルあるいはその他の建物に置いていた間に損失し、または損傷を受けた場合、補償されます。カナ
ダで開始されたレンタルに関しては、補償は係る携行品が車内にあった場合のみ有効となります。 

  

補償対象者 

PAI/PEC を受諾された場合、米国で開始されるレンタルについては、お客様およびお客様と車両を使用して
同行する、常時同居の直系家族が補償対象者となります。カナダで開始されるレンタルについては、お客様お
よびお客様の同行者は誰でも、合計 3人までが補償対象者となります。 

  

賠償責任限度額 

各レンタル期間の最高補償額は、各補償対象者につき米国の大部分で US$600 です。カナダでは、各レンタ
ル期間の最高補償額は、3人までの各補償対象者につき CAN$500となります。ただし、補償対象の請求 1件
当たり  CAN$25 の免責額が適用されます。各レンタル期間中の合計給付額は米国の大部分におい
て US$1,800、カナダでは CAN$1,500 に限定されます。ニューヨーク州では、最高補償額は、各補償対象者に
つき US$500、各レンタル期間の合計給付額は US$1,500 となります。 

  

除外事項 

以下の携行品は、米国においてザ・ハーツ・コーポレーションにより運営されるレンタル営業所からのレンタルの補
償対象ではありません。動物、自動車、自動車装置、携帯電話、GPS装置、オートバイ、ボート、バイクまたは
その他の乗り物、家具、コンタクトレンズ、人口歯および義肢、貨幣、コイン、証書、金塊、切手、証券、切符、
文書および腐敗性物品。(カナダにおけるレンタルおよび米国における非直営営業所からのレンタルについては
異なる除外事項が適用されることがあります)失踪に起因または本契約に違反する車両の使用による携行品
の損失または損傷は、補償されません。遅延、市場喪失、間接的または結果的損失若しくは損害については
いかなる場合も給付金の支払いは行われません。 

  

請求通知 

PEC給付の請求につながる可能性が高い出来事が起きた場合、レンタル会社にただちに書面による通知を行
ってください。ハーツは、請求書用紙を送付し、補償を行う保険会社の住所をお知らせします。 

   

緊急医療保険 



(米国におけるレンタルで利用可能) 

  

緊急医療保険 (ESP) 

ESP は、特定の営業所においてレンタル時に米国以外の有効なパスポートを所有する非米国市民の契約者
がご利用になれます。ESP では、30 日以内のレンタル期間中に発生する一定の病気について、非米国市民の
契約者および契約者と同行する者に対して医療給付金が提供されます。給付金には、補償対象疾病に必
要な、内科または外科療法、病院サービス、サプライ品、X線および検査費用、救急車、診療所への通院など
の、1人当たりの免責額 $100を超えた、1人当たり最高 $10,000 の合理的かつ通例の医療費が含まれます。 

  

プレミアム緊急ロードサービス (PERS) 

(米国におけるレンタルで利用可能) 

  

受諾した場合、PERS は、ロックアウト、キーの紛失、パンク、バッテリー交換などの機械的な故障以外の問題解
決に必要なサービスに対する経済的負担を軽減することができます。詳細な全容については、各レンタル営業
所で参照することができます。 

  

警告：車両から離れる際は、キーを抜き、すべてのドアの鍵をかけ、車両のすべての窓およびトランクを閉じてく
ださい。そうでない場合は、PEC補償は無効となり、すべての損失はお客様の責任となります。 

  

  

第 2 部 C. ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) におけるレンタルに適用されるレンタル

約款 

  
この第 2 部 C.に示されるレンタル約款   (「EMEA 約款」) は、ヨーロッパ、中東、アフリカで開始されるすべてのレンタルに適用されます。

別段の定めがない限り、この第 2 部 C.の各条項に対する引用は、以下に示す一般 EMEA 約款を示すものです。一般 EMEA 約款に

対する変更および追補版は、オプショナルサービス概要の後の国別情報セクションに詳細に示されています。 

  



一般 EMEA約款 

  

1.本契約の特徴 

本契約に含まれる権利および義務は、お客様の車両のご利用を規定するものであり、移転することはできません。お客様は、車両がハー

ツの所有になるものであり、ハーツ以外の者による車両の譲渡またはまた貸しの試みは無効であることを認めます。ハーツは、本契約の約

款に従う車両の使用のみを許可します。 

  

2.車両を運転できる者 

車両は、お客様またはレンタル開始時にハーツに登録され、その情報がレンタル記録に記載された者 (「登録運転者」) のみが運転でき

ます。お客様は、ご自身を含め、以下の者に車両を運転させないことに同意します。(a)レンタルした時点および場所において、年齢およ

び有効な運転免許保持に関するハーツの最低条件を満たしていない者、ならびにレンタルの開始時またはそれ以前にお客様に通知さ

れた、レンタルした時点および場所で有効なその他の最低条件を満たしていない者、または 

(b)過労状態またはアルコール、薬物、医薬品またはその他の合法あるいは非合法の物質の影響下にあり、意識または応答能力の

低下のおそれがある者。 

  

3.受け渡し/配送および返却 

(a)ハーツは、総合的に良好な動作状態で、必要なすべての書類、パーツ、付属品を含め車両を提供します。 

(b)お客様は、通常の損耗を除き借り出したときと同じ状態で、レンタル記録に指定された営業所および日時
に、同じ書類、パーツ、付属品を含め、車両をハーツに返却することに同意します。 

(c)お客様およびハーツは、レンタル開始時および返却時に車両の状態を確認します。ハーツは、合意された欠
陥を示す記録をお渡しします。 

(d)車両は、合意されたハーツ指定営業所に係る指定営業所の通常の営業時間中に返却しなければなりま
せん。車両を係る時間外に返却する場合、当該営業所の時間外返却指示に従わなければなりません。また、
お客様はその営業所の営業が再開するまでの間の車両の損失、盗難、損害に対して全責任を負います。これ
らの指示に従わない場合、お客様は、車両の損失、盗難または損害に責任を負うと共に、ハーツの担当者が
車両を受領するまでの時間料金、オプショナルサービス料金およびその他のレンタル記録に示された料金を支
払わなければなりません。 

(e)ハーツのレンタル営業所と異なる場所での返却に同意した場合、またはハーツが車両の引き取りに同意し
た場合、引き取り時まで、お客様は車両の損失、盗難、損害に対する全責任を負います。 



(f)ハーツのレンタル料金は、レンタル開始時から 24 時間単位で計算されます。車両が合意された返却または
引き取り地点で、合意された日時から猶予期間 (次の文で規定) 内に返却されなかった場合、お客様には車
両が返却されるまでの毎日および 1日に満たない日に対し、該当するオプション料金を含め、該当する 1日料
金が課されます。「猶予期間」は、レンタル記録に猶予期間として指定される期間であり、レンタル記録に猶予
期間の指定がない場合は 29分間とします。 

(g)通常の損耗を除き、返却された車両をレンタル前の状態にするために標準を超える清掃が必要となった場
合、ハーツにはお客様に合理的な追加料金を要求する権利があることにお客様は同意します。 

  

4.損失または損害に対するお客様の責任 

(a)レンタル期間中の車両、パーツまたは付属品の損失、損害または盗難の際は、ハーツが被ったすべての合
理的な損失および費用について、お客様は第 4 (b) 項に定められたオプションの受諾により発生する控除のみ
を除き、賠償責任を負います。この賠償責任には、損害がハーツの責任によるものである場合または第三者あ
るいは第三者の保険会社の責任であると確定された場合を除き、修理費用、車両の価値の損傷、レンタル
収入の喪失、レッカー車および保管料金、車両に対する損傷から発生するクレームの取り扱いに関する当社
費用を回収するための管理料金が含まれる可能性があります。損傷が発生した場合、ハーツは車両の可及
的速やかな修理に努めます。損失または損害が直接ハーツの過失またはハーツによる本契約違反に起因する
場合、お客様には料金または超過料金に対する賠償責任は発生しません。 

  

(b)お客様が本契約の全約款を守り、損失、損害または盗難がお客様、登録運転者または不登録運転者
の故意、または重大な過失によるものでない場合、お客様の賠償責任は、以下のように限定される可能性が
あります。 

  

(i)お客様が、レンタル記録に示されるオプションの盗難保険 (「TP」) を受諾した場合、盗難、盗難未遂または
破壊行為による車両の損失または損害に対するお客様の賠償責任は、レンタル記録に定められる免責超過
額に限定されます。 

  

(ii)お客様が、レンタル記録に示されるオプションの車両損害補償制度 (「CDW」) を受諾した場合、盗難、盗
難未遂または破壊行為以外の車両、パーツまたは付属品の損失または損害に対するお客様の賠償責任は、
それぞれ個別の事象により発生した損失または損害の事例ごとにつき、レンタル記録に定められる免責超過額
に限定されます。 

  



(iii)レンタル記録に示されるオプションのスーパー補償 (「SC」) を受諾した場合、CDW と TP 両方の恩恵を受け
ることができ、お客様は CDW と TP両方に関する超過額に対する賠償責任を排除することができます。 

  

(iv) レンタル記録に示されるオプションのスーパーCDW (「SCDW」) を受諾した場合、CDW の恩恵を受けること
ができ、CDW に関する超過額に対する賠償責任は排除されますが、TP を受託した場合、TP に関する超過額
の賠償責任は残ります。 

  

注意：(1) SCおよび SCDWをご利用になれるのは、特定の営業所のみとなります。登録時に SCを選択された
場合、SC のご利用可能営業所すべてで SC を受けることとなります。SC がご利用できない営業所では、SCDW 

(ご利用可能営業所に限ります) および TP を受けることとなります。SCDWがご利用できない営業所では、CDW

および TP を受けることとなります。それぞれの場合、レンタル記録に定められる料金をお支払いいただきます。
(2) レンタル開始時にハーツ係員に通知し、ハーツ係員がレンタル記録にその旨を反映させることによって、お客
様はレンタル記録に規定されていないオプショナルサービスを選択することができます。 

  

  

5.車両の禁止用途 

(a)お客様には、常に責任ある車両の使い方を含め、この第 5 項および上記の第 2 項に含まれる条件下での車両の運転が許可されます。お

客様がこれらの条件に従わない場合、お客様は、お客様の違反の結果、ハーツに発生した賠償責任または合理的な損失、あるいは、ハーツが

被った損害または合理的な費用につき、賠償責任を負います。お客様はさらに、お客様が選択した免責または保険の恩恵を失う可能性があり

ます。お客様が本契約に違反した場合、ハーツはいつでも (法的に義務づけられた場合を除き、通知なしに) お客様の費用負担により車両を

引き取る権利を留保します。 

  

(b)お客様は、車両を注意深く取り扱い、使用していないときには車両のロックなど安全確保および安全な場所における駐車を心がけ、装備さ

れているセキュリティ装置を設定、使用しなければなりません。車両から離れる場合は、取り外し可能なラジオおよび/またはラジオのフェースプレ

ートを取り外し、安全な場所に保管しなければなりません。お客様は、シートベルト、チャイルドシートおよびその他の幼児拘束装置を適切に使

用しなければなりません。 

  

(c)お客様は適切な燃料を使用し、1000km を超える場合、オイルおよびその他の液量ゲージを確認し、必要に応じてオイルおよびその他のフ

ルイドを充填しなければなりません。事故または機械の故障により何らかの問題に気がついた場合、お客様はレンタル時に示されたハーツの番号

に連絡しなければなりません。ハーツの事前の明示的な許可なしに何人も車両のサービスまたは修理を行ってはなりません。 

  

(d)お客様は、車両を以下に使用、または他者に使用させてはなりません。 

 (i)報酬を得て乗客を運搬すること 



 (ii)報酬を得て荷物を運搬すること 

(iii)車両、トレーラーその他の物体を牽引または押すこと 

(iv)車両に適さないオフロードまたは道路で運転すること 

(v)荷物の超過積載状態または荷物を適切に固定していない状態 

(vi)その状態または臭気により、車両に損害を与え、および/または車両の再貸し出しに遅延を生じさせる可能性がある物質を運搬するこ

と 

(vii)レース、ラリー、テスト、その他の競争に関与すること 

(viii)交通またはその他の規則に違反すること 

(ix)違法用途に使用すること 

(x)また貸しすること 

(xi)飛行場の滑走路、空港のサービス道路および関連区域を含み、それに限定されない禁止区域で運転または運転させること 

(xii)運転者の訓練目的に使用すること 

(xiii)上記第 2項に含まれる運転者要件に違反すること 

  

(e)以下に記載、または国別約款あるいはハーツの事前の書面による合意がない限り、車両は以下の国にの
み持ち込むことができます。 

アンドラ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、イタリア (ただし、第 5(g)項を参照のこと)、リヒ

テンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、アイルランド共和国、サンマリノ、スペイン (ただし、スペイン飛地

領のセウタおよびメリリャを除く)、スウェーデン、スイス、英国 (北アイルランドを含む)。 

オーストリア、チェコ共和国、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアでレンタルした車両を乗り入れする場合、
さらなる乗り入れ許可国について国別約款を参照してください。 

  

(f)国別約款で定められる場合を除き、アイルランド、イスラエル、南アフリカ、英国 (北アイルランドを除く) でレ
ンタルされた車両は、それらの国でのみ使用でき、いかなる状況下でも他の国に持ち込んだり乗り入れたりして
はなりません。 

  

(g)メルセデス、ポルシェ、BMW またはその他のプレステージ車および全メーカーのオープンカーはイタリアに持ち込んではなりません。 

  

6.料金の支払い 

(a)お客様は登録時に、本契約に基づきお客様に発生したすべての料金 (「料金」) を、お客様の登録情報
に記載された、クレジットまたは残金が確認された、レンタル地で受け付けられた最初のクレジット、チャージま
たはデビットカードで処理することを承認しました。(注意：2016年 6月 1日現在、EMEAでは一般的にデビッ
トカードは受け付けていません。)お客様は、ハーツがレンタル時に少なくとも見積もった料金と同額の合理的な
額をクレジットとしてカード発行会社に予約、またはカード発行会社からの承認を受けることを承認します。 



  

(b)お客様、およびハーツの同意の下、その料金の明示的な請求先と定められた者は、連帯で料金の支払い
の責任を負います。料金の請求先を誰かに指定する場合、お客様にはその者から承認を受けていることを表
明することとします。 

  

(c)お客様への請求書に示される期限内に料金を支払わない場合、ハーツは請求額残高に加え、料金の表
示通貨の中央銀行基準貸出金利に年利 3%を加えた利子をお客様に課す権利を留保します。 

  

7.料金 

(a)本契約に基づくすべてのレンタルについて、レンタル記録に示される料金は、レンタル開始時に合意された車両の使用を反映したもので

す。それには、基本レンタル料、追加の強制的手数料、お客様が登録時または予約あるいはレンタル時に選択したオプションまたは補完サ

ービスの料金、および現行レートによる適用税が含まれます。 

  

(b)基本レンタル料は、最低 1日のレンタル (レンタル開始時からの 24時間の期間) 料および第三者の強制
保険およびレンタル記録に規定されるその他のサービス料で構成されます。 

  

(c)追加強制料金は、特定の営業所に適用され、車両ライセンス料 (車両の道路占有に関してハーツに発
生する強制料金の利用者負担分)、ロケーションサービス費 (特定の営業所における高いレンタル費用を反
映したもの) および若年運転者課徴金 (お客様または追加運転者が 21歳未満の場合) が含まれます。 

  

(d)レンタル記録に示される料金に加え、レンタル期間中の車両の使用について料金が増加することがありま
す。それには、車両の損失または損害、燃料充填サービス料、返却遅延料、追加運転者料、追加清掃料、
有料道路通行料またはレンタル期間中の交通違反または駐車違反による罰金または料金 (第 14(b) 項によ
る合理的な管理費を含む) が含まれます。 

  

(e)料金は、車両の返却後に最終的な計算が行われます。 

  

8.通貨換算料 

該当する場合、お客様はヨーロッパにおける特定のハーツ営業所で開始されるプログラムによるレンタルのレンタル料を、レンタルを行う国の

通貨からお客様のクレジット、チャージまたはデビットカードが発行された通貨へ換算するよう手配することができます。お客様がレンタル料

金の換算を選択する場合、ハーツは係る料金をカード発行国の通貨へ、ハーツまたはその代理店がハーツのカード処理会社へ料金を転

送した日に換算します。ハーツは、このサービスを実行するため、最高 3%の通貨換算料をいただきます。この料金は、お客様のカード発

行会社が課す通貨換算料 (カード発行会社が係る料金を課す場合) を置き換えることもそうでないこともあります。この料金は、常にで

はないですが、通常 1.5% (ハーツ料金と併せて合計 4.5%) です。換算は、お客様のレンタル終了時の定評ある外国為替ディーラー

によって提供される換算レートに基づいて行われます。この換算レートは、ハーツが発生した通貨による料金をお客様のカード発行会社に



請求した場合に、お客様のクレジットカード発行会社が使用するであろうレートによりお客様に不利になる可能性があります。お客様がハ

ーツによる換算の手配および通貨換算料の支払いに同意しない場合、車内に備え付けの通貨換算拒絶フォームに記入し、レンタル終

了時にハーツのカウンターに提出するか、エクスプレス返却ボックスにキーと共に投函することによって、お客様はお客様のカード発行会社に

よる換算を選択することができます。 

  

9.燃料再充填サービス料 

(a)ただし、残りの燃料について払い戻しを受けることはできません)。その代わり、お客様はレンタル開始時に
燃料を購入し、レンタル記録に示される額を支払うことになります。 

  

(b) ただし、レンタカー記録に示されているように、燃料購入オプションを受け入れてレンタル

開始時にフルタンクを購入することを選択した場合は、車の返却時に燃料補給サービス料が

発生します。残りの燃料のクレジット）。代わりに、レンタル開始時に購入した燃料のレンタ

ル記録に記載されている金額を支払うことになります。 

  

10.所有物責任 

ハーツは、ハーツの過失またはハーツによる本契約違反に起因したものでない限り、レンタル期間中およびその後の車両に残された所有

物の紛失または損傷について、お客様または登録運転者あるいは同乗者に対して賠償責任を負いません。係る所有物は、以下の「ヨー

ロッパ、中東、アフリカにおけるレンタルでご利用可能なオプショナルサービスの概要」で説明されている携行品保険の補償を受けない限り、

全面的にお客様の自己責任となります。 

  

11.第三者損害賠償保険、賠償金 

(a)お客様の代わりに第三者に対して支払いを行った保険会社、および/または (ii) 本契約第 2 項 (車両を運転
できる者) または第 5 項 (車両の禁止用途) に違反したお客様または登録運転者による車両の使用を原因とす
る、死亡、傷害または物損の被害を被った第三者、にハーツが補償義務を負った場合、ハーツに払い戻すことに同
意します。 

  

(b)ハーツの自動車賠償責任保険は、すべての法的要件を満たしており、お客様および認定運転手の死亡、身体傷害または車の使
用に起因する他人の財産への損害に対する法的請求に対して保護します。 

  



(c)あなたは、ハーツが、(i)保険者に代わって第三者に支払った報酬および/または（ii）第

三者が死亡、傷害または損害を被った場合、第三者に報酬を支払う義務がある場合、ハ

ーツに返済することに同意します。本契約第2パラグラフ（自動車を運転する者）または第

5 パラグラフ（自動車の使用禁止）に違反して、お客様または認定運転手による自動車

の使用に起因する不動産を参照 

  

12.事故、盗難および破壊行為 

(a)お客様は、交通事故、車両に関連した損失、損傷または盗難の際は、可能な限り、発生時または発見後ただちに警察に、また 24時間以

内にハーツに報告しなければなりません。 

        

(b)お客様は、事故の際に賠償責任を認めたり、いずれかの当事者の賠償責任を免責したり、申し立てに対
する和解や請求権の放棄をしたりしてはなりません。ただし、証人を含め、関与した者全員の氏名および住所
を控えてください。 

  

(c)必ずハーツの事故または盗難報告フォームに記入し、車両の返却時に提出してください。盗難の場合は、
キーおよびリモートコントロールの盗難防止装置をハーツに返却しなければなりません。この第 12 項の義務を
果たさない場合、お客様の賠償責任を軽減または排除するオプション補償 (CDW、TP、SC、SCDW を含む) が
無効になります。 

  

(d)お客様は、ハーツおよび保険会社と調査または車両の損失または損害から生じるその後の法律上の手続
きに協力することに同意します。 

   

13.賠償責任の制限 

 (a)第 13(b) 項に基づき、ハーツはお客様またはその他の第三者に対し、レンタルに起因する損失または損害について、ハーツの過失

または故意の不正行為、あるいは本契約違反によるものを除き、賠償責任を負わないものとします。ハーツは、利益の逸失または機会

の逸失を含め、間接的または予測不能な損失または損害に対する賠償責任を負わないものとします。 

  

(b)第 13(a) 項のいかなる定めも、ハーツの行為または不作為による死亡または傷害に対するハーツの賠償
責任、または法律によって除外することができないその他の賠償責任を排除または制限するものではありませ
ん。 



  

14.駐車および交通違反 

(a)お客様はレンタル期間中の有料道路料、駐車料金、交通規則 (渋滞税を含む)、禁止命令またはその他の法律または規則違反に対する

罰金またはその他の結果について全責任を負います。 

  

(b)ハーツが係る道路通行料、その他の料金、罰金、課金またはその他関連コストを支払い、および/または
処理しなければならなくなった場合、お客様は、ハーツが支払い金額にそれらの事項の取り扱いのための合理
的な管理費を加えた金額をお客様に請求できることに同意します。 

  

(c)ハーツは、要請があった場合、お客様にハーツが受領した交通違反通知のコピーを提供するものとします。 

  

   

ヨーロッパ、中東およびアフリカにおけるレンタルでご利用可能なオ

プショナルサービスの概要 

  

プログラムを使用してのレンタルには、お客様の登録時に選択されたオプショナルサービスと車種クラス (この選択は随時お客様によって変更

された可能性があります) が含まれます。予約時に別の車種クラスを選択することもできます。また、レンタル開始時に特定のレンタルについ

て別のオプショナルサービスを選択することもできます。 

特定のレンタル営業所によっては、登録による事前の要請に基づく特定のオプショナルサービスがご利用になれないことがあります。(これは、

適用法によりその営業所で事前の要請に基づき係るサービスを提供することが現実的でないとハーツが判断することで起きる可能性があり

ます)その場合、登録にはお客様が EMEA のプログラムによるレンタルで係るサービスを望んだにもかかわらず、お客様が係るオプショナルサ

ービスを拒否したと示されます。係るサービスが事前要請によって利用できない場合でも、お客様はレンタル開始時に係るサービスを購入で

きることがあます。その場合は、レンタル営業所においてハーツ係員に係るサービスを購入したいとの希望を伝え、その時点で係るサービス

の利用が可能な場合、係員にお客様のご希望を反映するようレンタル記録を変更するよう要請してください。 

2016年 6月 1日現在、プログラムを使用してヨーロッパ、中東、アフリカにおけるレンタルでご利用可能な車種クラスには、エコノミー、コン

パクト、インターミディエイト、スタンダード、フルサイズ、プレミアムが含まれます。 

オプションの盗難保険 (TP)、車両損害補償制度 (CDW)、スーパー CDW (SCDW)、スーパー補償 (SC) に関
する詳細については、一般 EMEA約款の第 4項を参照してください。以下に記載のオプショナルサービスに対す
る変更および追補版は、このオプショナルサービス概要の後の国別プログラムに詳細に示されています。 

  



本概要は、2016年 6月 1日時点のものです。提供されるオプショナルサービス、補償、制限、除外その他の特徴および価格はすべて

通知なく変更されることがあります。 

   

搭乗者保険/搭乗者障害保険 

  

搭乗者保険および搭乗者障害保険は、ハーツおよび EMEA 約款によって手配される搭乗者保険および搭乗
者障害保険の全条項、制限、超過、例外規定の対象です。 

  

搭乗者保険および搭乗者障害保険の補償は、レンタルが開始される国の現地語、法律、慣例を反映する保
険契約によるものです。保険契約に含まれる条項、制限または例外に関するすべての論争においては、現地
の言語、法律、慣例が優先します。 

  

個人保険または個人災害保険は、賃貸が開始された国の現地の言語、法律および慣習に従う保険の保険の
下で保険がかけられます。保険契約に含まれる条項、制限、または例外に関する紛争では、現地の言語、法
律、習慣が優先されます。 

  

  

1.搭乗者保険 (PI) - 国、ゾーン 1 
補償 

搭乗者保険による補償は以下のとおりです。 

a.車両登場中の交通事故に直接起因した死亡、失明、四肢のうち 1 つ以上の機能喪失または終身就労不能障害 

  

注意：15 歳以下の子供および 65 歳以上の者の給付金は、死亡を除き € 7,000 (または現地通貨相当
額) を限度額とします。15 歳以下の子供の死亡給付金は、€ 3,000 (または現地通貨相当額) を限度額と
します。 

  

注意：スイスでは、16 歳未満の子供の最高死亡給付金は CHF 10,000 です。65 歳以上の者の障害給付
金は、算定額の半分に限定されます。 

                   

b.車両が関与した事故に直接起因する傷害の結果必要となった、医療費および緊急費用。 

  



c.車両が関与した事故に直接起因する傷害の結果、契約者が登録病院に入院患者として入院した場合
の追加病院給付金。 

  

d. 携行品：車両内に存在し、衝突、火災または盗難により損失または損害を受けた運転者および同乗者
の所有物である、カバン、衣服および携行品は、損耗や減価償却調整後の給付対象です。 

補償対象でない携行品には、現金、通貨、小切手、クレジット・チャージ・デビットカード、高価値文書または書類、証券、切符、切手、

装飾品、宝石、貴金属、毛皮、コンタクトレンズ、義歯、補聴器、商品見本、ハーツに属する物品、動物および腐敗性物品が含まれ

ます。 

  

注意：スペインで開始されるレンタルについては、携行品補償はありません。 

  

以下の場合、この契約は盗難を補償しません。 

1. •               携行品がロックのかかったグローブボックスにしまわれ、外から見えない状態になっていなかっ
た場合 

2. •               発見後 24時間以内に警察に届け出られていなかった場合、または 

3. •               午後 10時から午前 8時までの間に車両に放置された貴重品 

  
貴重品とは、時計、写真、オーディオ・ビデオおよび/または映写機、コンピュータおよび電子機器、携帯電話、毛皮、骨董品、コレクショ

ンおよび芸術作品、および €600 (または現地通貨相当) 以上の価値があるその他物品または物品のセットと定義されます。 

ペアまたはセットとは、類似または補完的または一緒に使用される個人所有の複数の品目と定義されます。 

  

2.搭乗者障害保険 (PAI) - 国、ゾーン 2 

補償 

搭乗者障害保険が提供する最低補償は、以下を対象とします。 

(a)車両の搭乗中または乗降時の事故に直接起因した死亡 

  

(b)車両が関与した事故に直接起因した治療の費用。 

注意：国によって、搭乗者障害保険によって提供される補償は上記の最低額より高額の場合があります。国によって、この保険は車両に残

された携行品に対する損害も補償します。 

  



3.搭乗者保険および搭乗者障害保険の主な除外事項 

(a)戦争、内乱、革命。 

  

(b)自傷、自殺または保険契約者自身の犯罪行為。 

  

(c)既往の疾病または健康状態、妊娠。 

  

(d)何らかの種類のレースまたはテストへの参加。 

  

(e)EMEA約款に違反する車両の使用。 

  

(f)ヒッチハイカー。 

  

(g)陸軍、空軍または海軍兵役。 

  

  

国別約款 

レンタル前に別段の定めがある場合を除き、以下に記載の国で開始されるレンタルについては、上記の一般
EMEA 約款に加え、以下の約款が適用されます。条項番号は、一般 EMEA 約款の条項番号に対応していま
す。 

  

オーストリア 

5(e) メルセデス、BMW、VM/Audi の全モデルを除く車両は、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、スロバキアおよび
スロベニアにも乗り入れることができます。 

これらの国に車両を持ち込みまたは乗り入れる場合、CDW、SCDW、TP、PAIが増額される可能性があります。 

  

チェコ共和国 

5(e) 車両は、ハンガリーおよびスロバキアに乗り入れ、返却することもできます。クロアチア、ポーランドおよびスロベ
ニアには特定の車種 (エコノミー、コンパクト、インターミディエイト、スタンダード) のみの乗り入れおよび返却が可能
です。 

車両はポルトガルには乗り入れできません。また、大陸ヨーロッパから外に持ち出すことはできません。 

  

フランスおよびモナコ 



11(a) 車両が関与した交通事故については、可能な限り、ただちに警察に届け出、ハーツには 5 日間以内に報告し
なければなりません。車両の損失、損害または盗難については 48時間以内に警察に届け出なければなりません。 

  

ドイツ 

5(e) メルセデス、BMWおよびすべてのメーカーまたはモデルのオープンカーを除き、ドイツでレンタルされたすべての車
両は、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、スロベニアにも乗り入れることができます。 

  

ハンガリー 

5(e) ハンガリーでレンタルした車両は、クロアチア、チェコ共和国、ポーランド、スロバキア、スロベニアに持ち込み、
返却することができます。車種クラス A、B、Cおよび Iも、ルーマニアに持ち込み、返却することができます。ボスニア・
ヘルツェゴビナ、ブルガリア、マケドニア、セルビア・モンテネグロには持ち込めますが返却できません。 

  

車両をボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、マケドニア、ルーマニアまたはセルビア・モンテネグロに持ち込む場合は、
TP は強制加入となります。TP を受諾しなかった場合、車両をこれらの諸国のいずれかに持ち込む前にハーツ係員
に通知し、TPの適用料金を支払い、レンタル記録/契約が正しく修正されたことを確認してください。 

  

車両をボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、マケドニア、ルーマニアまたはセルビア・モンテネグロに持ち込む場合は TP、
CDW、SCDWの追加料金を支払わなければなりません。 

  

アイルランド 

5(f) 車両はアイルランド共和国および/または北アイルランドでのみ運転でき、いかなる場合もハーツの事前の同
意なしにその他に持ち込むことはできません。 

  

イタリア 

4(b) レンタルをイタリアで開始する場合は、TPを受諾する必要があります。 

  

ノルウェー 

4(b) SCDW を受諾した場合、盗難、盗難未遂または破壊行為の結果以外の車両、パーツまたは付属品の損
失またあは損害に対する CDW免責はレンタル記録に定められる額に軽減されます。 

  

ポーランド 

4(b) また、CDWおよびTPでは、交通事故の結果以外のホイールキャップ、フロントガラスワイパー、ライセンスプレー
ト、アンテナへの損害または車内への損害は補償されません。 

  

盗難の場合、車両の書類およびキーが返却されないと該当の補償が無効になります。 



  

5(e) ポーランドでレンタルされた車両は、チェコ共和国、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、スロバキア、ス
ロベニアに乗り入れることもできます。 

  

スロバキア 

5(e) 車両は、チェコ共和国およびハンガリーおよびスロバキアに乗り入れ、返却することもできます。クロアチア、ポー
ランドおよびスロバキアには特定の車種 (エコノミー、コンパクト、インターミディエイト、スタンダード) のみの乗り入れお
よび返却が可能です。 

  

車両はポルトガルには乗り入れできません。また、大陸ヨーロッパから外に持ち出すことはできません。 

  

南アフリカ 

3(f) 猶予期間は 59分です。 

  

4(b) CDW および SCDWは、未舗装道路またはレンタルした車種に適切でない道路を走行したことによる損害ま
たは損失は補償しません。車両をナミビアに持ち込む場合、 

砂利道走行の結果生じる損害に対するお客様の賠償責任を適用される免責額に制限する追加補償を購入す
ることができます。総合補償を購入する場合、免責をなくすことができます。 

  

5(f) 書面による確認後、車両はナミビア、モザンビーク、レソト、スワジランドに乗り入れることができます。 

  

6(c) 支払いの遅延利子は、ABSA銀行のプライムレートに年利 3%を加えた額が請求されます。 

  

7(c) レンタル可能な最低年齢は、23歳です。 

  

スイスおよびリヒテンシュタイン 

9 燃料購入オプション (FPO) はご利用になれません。 

  

13(a) ハーツは、ハーツによる重大な過失、故意の不正または契約違反による損失または損害のみに賠償責任を
負います。 

  

英国 

5(ｆ) 英国でレンタルした車両は、「Le Swap」制度によるハーツの同意の下、フランスに持ち込むことができます。 

  



7(c) 車両が税関で押収、課税された場合、お客様は、返還費用およびレンタル収入の逸失費用の全責任を
負います。 

  

  

搭乗者保険および搭乗者障害保険の給付一覧 

  

国 

ゾーン1 

  

フランス（およびモナコ） 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 

死亡 

運転者€４０，０００ 

全同乗者€２０、０００ 

終身就労不能障害 

運転者€７５，０００ 

全同乗者€３７，５００ 

失明 

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

四肢の損失 

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

医療費 

最高€８５０ 

免責€５０ 

緊急費用 

最高€１，０００ 

１日につき€２０ 

備考 

損害€１，５００ 

盗難€７５０ 

貴重品€４５０ 



一品につき€２５０ 

免責€７５ 

  

ドイツ 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 

死亡 

運転者€４０，０００ 

全同乗者€２０、０００ 

終身就労不能障害 

運転者€７５，０００ 

全同乗者€３７，５００ 

失明 

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

四肢の損失 

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

医療費 

最高€１，７００ 

免責€５０ 

緊急費用 

最高€１，０００ 

１日につき€２０ 

備考 

損害€１，５００ 

盗難€７５０ 

貴重品€４５０ 

一品につき€２５０ 

免責€７５ 

  

イタリア 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 



死亡 

運転者€１５０，０００ 

全同乗者€７５，０００ 

終身就労不能障害 

運転者€１５０，０００ 

全同乗者€７５，０００ 

失明  

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

四肢の損失 

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

医療費 

最高€８５０ 

免責€５０ 

緊急費用 

最高€１，０００ 

１日につき€２０ 

備考 

損害€７００ 

盗難€７００ 

貴重品€４５０ 

一品につき€２５０ 

免責€７５ 

  

オランダ 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 

死亡 

運転者€５，０００ 

全同乗者€５，０００ 

終身就労不能障害 

運転者€１０，０００ 

全同乗者€１０，０００ 



失明  

運転者€１０，０００ 

全同乗者€１０，０００ 

四肢の損失 

運転者€１０，０００ 

全同乗者€１０，０００ 

医療費 

最高€８５０ 

免責€５０ 

緊急費用 

最高€１，０００ 

１日につき€２０ 

備考 

損害€７００ 

盗難€７００ 

貴重品€４５０ 

一品につき€２５０ 

免責€７５ 

  

スペイン 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 

死亡 

運転者€４０，０００ 

全同乗者€２０，０００ 

終身就労不能障害 

運転者€７５，０００ 

全同乗者€３７，５００ 

失明  

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 

四肢の損失 

運転者€３０，０００ 

全同乗者€１５，０００ 



医療費 

最高€８５０ 

免責€５０ 

緊急費用 

最高€１，０００ 

１日につき€２０ 

備考 

損害€７００ 

盗難€７００ 

貴重品€４５０ 

一品につき€２５０ 

免責€７５ 

  

スイス（およびリヒテンシュタイン） 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 

死亡 

運転者ＣＨＦ７５，０００ 

全同乗者ＣＨＦ３７，５００ 

終身就労不能障害 

運転者ＣＨＦ１００，０００ 

全同乗者ＣＨＦ５０，０００ 

医療費 

最高ＣＨＦ１，２５０ 

免責ＣＨＦ８０ 

緊急費用 

最高ＣＨＦ１，６００ 

１日につきＣＨＦ３５ 

備考 

損害ＣＨＦ２，５００ 

盗難ＣＨＦ１，２００ 

貴重品ＣＨＦ７００ 

一品につきＣＨＦ３５０ 

免責ＣＨＦ１００ 



  

英国 

搭乗者保険 

搭乗者傷害保険 

死亡 

運転者￡３０，０００ 

全同乗者￡１５，０００ 

終身就労不能障害 

運転者￡５０，０００ 

全同乗者￡２５，０００ 

失明  

運転者￡２０，０００ 

全同乗者￡１０，０００ 

四肢の損失 

運転者￡２０，０００ 

全同乗者￡１０，０００ 

医療費 

最高￡５００ 

免責￡３５ 

緊急費用 

最高￡７００ 

１日につき￡１５ 

備考 

損害￡２，５００ 

盗難￡１，０００ 

貴重品￡５００ 

一品につき￡５００ 

免責￡５０ 

  

  

国 

ゾーン２ 

  

オーストリア 



死亡／終身就労不能障害 

運転者€２１，８０１ 

全同乗者€２１，８０１ 

医療＆緊急費用€７２７ 

  

チェコ 

死亡／終身就労不能障害 

運転者ＣＺＫ７０００，０００ 

全同乗者ＣＺＫ１５０，０００（１８歳未満はＣＺＫ７０，０００） 

  

デンマーク 

死亡／終身就労不能障害 

運転者ＤＫＲ１００，０００ 

全同乗者ＤＫＲ１００，０００ 

備考 

補償は、運転者および最高５人の同乗者に限定されます。傷害補償：最高€１６，８１９ 

  

フィンランド 

死亡／終身就労不能障害 

運転者€１６，８１９ 

全同乗者€１６，８１９（１６歳以上）、€８，４０９（１６歳未満） 

医療＆緊急費用 

全補償 

備考 

傷害補償：最高€１６，８１９ 

  

ハンガリー 

死亡／終身就労不能障害 

運転者 HUF１，０００，０００ 

全同乗者 HUF５００，０００ 

医療＆緊急費用 

HUF１０００，０００（医療＆緊急費用） 

HUF１０，０００（病院給付金／日） 

備考 



高請求額の HUF３０，０００は HUF１０，０００ 

（医療および緊急費用に含まれています） 

  

アイルランド 

死亡 

運転者€３０，４７４ 

全同乗者€５，０７９（１６歳以上）、€３，１７４（１６歳未満） 

医療＆緊急費用 

€６９８／車 

備考 

PIAは現在、運転者・荷物保険 (DBP) と呼ばれています。 

  

イスラエル 

死亡／終身就労不能障害 

運転者ＵＳ＄３０，０００（２１歳～７０歳） 

全同乗者ＵＳ＄６，０００（５歳～７０歳） 

備考 

契約条件によって、敵対行為の場合も補償が除外されます。 

失明および/または四肢 (腕/足) の喪失は 50%の補償が提供されます 

  

ノルウェー 

死亡 

運転者ＮＫｒ．１００，０００ 

全同乗者ＮＫｒ．１０００，０００ 

終身就労不能障害 

運転者ＮＫｒ．１００，０００ 

全同乗者ＮＫｒ．１０００，０００ 

医療＆緊急費用 

運転者ＮＫｒ．１，０００/日（最高ＮＫｒ．５，０００） 

備考 

死亡/終身就不能障害の最高請求額：NKr.１，０００，０００ 

  

ポーランド 



死亡／終身就労不能障害 

運転者€２２，０００（最高） 

全同乗者€２２，０００（最高） 

医療＆緊急費用 

€７３０ 

  

ポルトガル 

死亡／終身就労不能障害 

運転者€３７，４０９．８４ 

全同乗者€３７，４０９．８４ 

医療＆緊急費用 

€３，７４０．９８ 

  

スロバキア 

死亡／終身就労不能障害 

運転者€１０，０００ 

全同乗者€２５，０００（１６歳未満：€１，５００） 

医療＆緊急費用 

€２５，０００ 

  

南アフリカ 

死亡／終身就労不能障害 

１事故につき ZAR ２００，０００(すなわち、2人が被害を受けた場合、1人につき１００，０００) 

医療＆緊急費用 

1人につき ZAR２０，０００ 

備考 

補償は、運転者および最高３人の同乗者に限定されます。１事故当たりの最高支払額は ZAR ３５０，０００ です 

  

スウェーデン 

死亡 

運転者 SEK５０，０００ 

全同乗者 SEK５０，０００ 

終身就労不能障害 



運転者 SEK１００，０００ 

全同乗者 SEK１００，０００ 

備考 

SEK１０，０００ 

  

トルコ 

死亡／終身就労不能障害 

運転者€１０，０００ 

全同乗者€１０，０００ 

医療＆緊急費用 

€１，２００ 

  

  

第 2部 D. オーストラリアにおけるレンタルに適用されるレンタル約款 

  

  

この第 2 部 D. (「オーストラリア約款」) に示される約款は、オーストラリアで開始されるすべてのレンタルに適
用されます。この第 2部 D.の各条項に対する引用は、これらのオーストラリア約款を示すものです。 

  

  

  

1.本契約の性格 

(a)法律で別段の定めがある場合を除き、以下の文書は契約を構成し、お客様の車両レンタルに関するす
べての規定、条件、保証、義務を定め、これに基づき、ハーツはレンタル期間中お客様に車両をレンタル
することに同意します。オーストラリア約款、一般約款、フォーム (該当する場合、フォームに参照により組
み込まれた約款を除く)、お客様のオーストラリアにおけるプログラムによるレンタルへの登録、該当する場合、
追加約款。 

  

(b)これらの各規定間で矛盾がある場合、追加約款が、オーストラリア約款、一般約款、フォームまたはお
客様のオーストラリアにおけるプログラムによるレンタルの登録に優先します。 



  

(c)本契約の下、お客様は車両またはいかなる権利または義務も譲渡またはまた貸し、またはその試みを行
ってはいけません。ハーツ以外のいかなる者による車両の譲渡またはまた貸しの試みも無効です。お客様
や登録運転者は、ハーツの代理人ではありません。ハーツの事前の明示的な書面による承認なしに誰も
車両のサービスまたは修理を行ってはなりません。 

  

(d)お客様は、お客様がレンタル前およびレンタル中にハーツに提供したすべての情報がどの点についても真
実で正しいものであることを確認し、ハーツに約束すると共に、提供された情報はハーツが合理的に必要と
するものであることを認めます。 

  

  

2.車両の返却および回収 

(a)お客様はフォームに定められた時刻および営業所に車両を返却することに同意します。また、ハーツがお
客様による本契約違反、またはその可能性が高いと合理的に判断した場合を含め、十分な根拠の下、
ハーツが要請した場合、お客様はそれ以前に車両を返却することに同意します。 

  

(b)車両は、レンタル期間の終了時まで返却されたとみなされません。車両が営業時間外に返却された場
合、次の営業日にハーツによる点検と返却の受け入れが行われるまで、お客様は車両の責任を負います。 

  

(c)お客様が本契約で求められているときまでに車両を返却しなかった場合、ハーツはお客様の住所に書面
による返却の要求を送付した後、発見時および場所において車両の回収および差し押さえの措置を講じ
ることがあります。お客様は、お客様が所有または占有する場所、若しくは必要な場所にハーツが立ち入
ることを承認し、車両の回収および差し押さえのため、いかなる場所であってもハーツの立ち入る権利を取
得するよう合理的なあらゆる努力を払うことに同意します。 

  

(d)車両が違法駐車、明らかな放棄または本契約で禁止された使用または取得状態で発見された場合、
ハーツは第 2(c) 項の書面による要求を送付せずに車両を回収できます。法律で許容された範囲におい
て、お客様は本項 2(d) に基づき、ハーツによる車両の回収の前提条件として、聴聞、通知または法的手
続きを受ける権利を放棄します。 

  



(e)第 2(c) 項に基づき、ハーツはお客様に要求を送付した日から、車両の回収および差し押さえのための法
的権利を行使することができます。お客様はハーツによる車両の回収に協力することに同意します。 

  

(f)お客様は、本契約により求められる車両の返却を怠ったことによる、車両の回収または差し押さえについ
て、ハーツにその合理的な費用を払い戻さなければなりません。 

  

(g)ハーツに瑕疵がある場合を除き、お客様は、ハーツによる車両の回収または差し押さえによる第三者の
申し立てについてハーツを免責します。 

  

  

3.保守および安全 

(a)お客様およびハーツが車両状態報告書で確認した場合を除き、お客様およびハーツはレンタル車両が
総合的に損傷のない状態であることを認めます。お客様は、通常の損耗を除き、同じ状態で車両を返却
することに同意します。 

  

(b)お客様は、車両のエンジンオイルおよびクーラント量について適切な間隔でチェックし、自動車メーカーの
仕様書で推奨されている量の維持、あるいは車両の効率的な性能を維持するために必要なその他の措
置を講じることに同意します。 

  

(c)ハーツは (請負業者を通して)、車両の故障に対して 24時間の緊急対応サービスを提供しています。 

  

(d)お客様および登録運転者は、シートベルトおよび幼児拘束装置に関する適応法を守らなければなりま
せん。 

  

  

4.料金 

(a)お客様は、車両のレンタルに当たり、以下の料金を支払うことに同意します。 

    (i)時間料金 



フォームに記載の、レンタル日 1日当たりのレンタル記録フォームに示される超過時間料金は、レンタル日
を超える 1時間または 1時間に満たない時間ごとに、1日のレンタル料に達するまで課金されます。 

    (ii)キロメートル料金 

フォームに示される走行許容キロメートル (該当の場合) を超えた、適切なキロメートルレートによって計
算された、走行キロメートル当たりの料金。 

    (iii)配送/引取料 

ハーツのレンタル営業所以外の営業所に車両をお届けおよび/または引き取る料金は、発生しません (こ
の料金は、第 2項に基づく回収または押収に適用されます)。 

    (iv)オプションの補償サービス 

1 日または 1 日に満たないレンタル日ごとに計算され、お客様が受諾し、フォームに記載されたオプション
の補償サービス (補償サービス)料金。補償サービスについての詳細は、このオーストラリア約款第 12 項を
参照してください。 

    (v)燃料費 

フォームに記載された燃料購入オプションを受諾しない限り、または、フォームに別段の定めが記載されな
い限り、 

お客様は、車両返却時に満タンにするか、ハーツに以下の価格で燃料費を支払う必要があります。 

  (A)レンタル期間中の走行距離が 250 キロメートル未満の場合、走行距離にフォーム記載のキロメートル
当たりの料金を乗じた値。または、 

      (B)レンタル期間中の走行距離が 250 キロメートル以上の場合、満タンにするのに必要な燃料のリット
ル数にフォームに記載のリットル当たりの価格を乗じた値。 

    (vi)回収費 

     お客様が本契約に基づく料金を支払わなかった場合、お客様は本契約に基づく料金を回収するために
発生した合理的な費用およびコストをハーツに払い戻さなければなりません。 

    (vii)料金および罰金 

     お客様による車両のレンタルまたは使用に関する、有料道路、罰金、違約金、料金、税金またはその
他の、政府、政府機関または有料道路会社によって課された公課 (本契約の印紙税を含む) と等しい
金額。 

    (viii)コストの回収 



     車両登録、交通事故費用を含みそれに限定されない、他の州、領土その他の場所で事業を営むため
の運営費を賄うための、フォームに記載の金額。 

     (ix)追加料金 

     特定の地域または特定の場所における事業を営むための追加運営費、または 21 歳未満の者による車
両の利用に関する、フォーム記載の金額。 

    (x)管理/サービス料 

     第 4(a)(vii) 項に示される料金および罰金の支払い、申し立ての取り扱いを含む、お客様による車両の
レンタルに関してハーツが行った通常以外または追加の管理および/またはサービス料。 

    (xi)故障に対する緊急対応 

      (a)車両に内在する問題に起因したものではない問題 (支援が必要であったもの) に対する現場支援
を提供するためのコスト。 

(b)フォームに料金の金額が定められていない場合、ハーツによって随時決められる金額の計算根拠と
なる金額は、第 14項に定められます。 

       (c)お客様は、要求に応じて本項に基づく料金をハーツに支払うことに同意します。通常、これはレンタ
ル期間の終了時となりますが、その後のハーツによる車両点検後、およびレンタル期間終了後にコストおよ
び費用の計算が確定した後となることがあります。ハーツは、第 11(a) 項に基づき、この第 4 項のすべての
料金をお客様のカードに請求できます。 

  

5.全責任 

車両が禁止用途に、または使用禁止者により、若しくは本項の全責任用途に使用される中で発生した車
両利用によるお客様が負う可能性のある賠償責任については、第 5(d) 項、第 5(e) 項、第 6 項を参照
してください。 

(a)禁止用途 

     車両は、決して以下に使用してはなりません。 

(i)無謀な、または傷害、損失または損害を与える意図をもった運転 

(ii)タスマニア州内でレンタルした場合を除く、タスマニア州における運転 

(iii)違法または非合法の行為における使用 

(iv)レースまたは信頼性テストまたはその他の競争のため 

(v)雇用され、または報酬を受けて乗客を運ぶため (書面によるハーツの同意を得た場合を除く) 



(vi)誤って、または不適切に積載された貨物 (爆発性混合物を生成する可能性のあるガスまたは物質
などの有害性物質を含む) の牽引、あるいは、車両の設計用途から外れた牽引、または 

(vii)車両に牽引棒が備わっている場合、ハーツから許可を得た場合、牽引物の重量と寸法が車両の
規定容量を超えない場合を除く、トレーラーまたはその他の車両の牽引。 

  

(b)使用禁止者 

以下の者は、車両の運転またはあらゆる意味で車両の制御に関わってはなりません。 

    (i)何らかの物質による中毒、興奮または酩酊状態にある者 

    (ii)登録運転者以外の者 

  

(c)全責任用途 

お客様は、車両が以下に使用された場合、第 6 項の規定の下、損害に対する全責任および賠償責任を
負います。 

    (i)車両が 4 輪駆動車でない限り、修理中の道路、国立または州立公園、観光地または休暇施設への
短距離のアクセス道路、ハーツがお客様に通知した道路を除く、舗装されていない道路またはその他の地
面での走行 

    (ii)SNO が提供され、お客様がそれを受諾し、フォームに記載されている場合を除き、公報による積雪シ
ーズン中の高山リゾート、または理性のある人ならばスノーチェーンを使用するその他の場所における使用 

    (iii)砂浜または塩水に晒された土地における使用 

    (iv)車両が部分的または全面的に水に漬かる可能性、または実際にそうなった場所、状況下 (水路を
渡る場合を含む) における使用 

    (v)頭上に張り出した、または道路面から突き出た固定物との接触により、車体または車台を損傷する
可能性または損傷した状況下での使用 (係る物体の下、上、または周辺での運転または運転の試みを
含む) 

    (vi)ハーツにより車両を使用してはならないとしてお客様に指定されたその他の区域または地域 

  

(d)第 5(a) 項または第 5(b) 項に違反して車両が禁止用途に、または使用禁止者によって使用された場
合、 



    (i)レンタル時および場所において利用可能であった MAX、AER PLUS、AER、その他オプション契約者補償
サービスをお客様が受諾した場合であっても、適用法で許容される範囲において、お客様は車両の損失
または損害に対する賠償責任の制限の恩恵を失います。 

    (ii)本契約違反を構成し、お客様は違反によりハーツが被った実際の、および結果的損害、ならびにハー
ツの関連コストおよび法的費用に対して、適用法で許容される最大限の責任を負います。 

  

(e)車両が第 5(c) 項で規定された全責任用途に使用された場合、適用法で許容された範囲において、お
客様は MAX、AER PLUS または AER をお客様が受諾した場合であっても、車両の損失または損害に対す
る賠償責任の制限の恩恵を失います。 

  

6.お客様の責任 

(a)本第 6 項に従って、レンタル期間中、またはお客様のレンタルや、車両の使用が原因で発生するすべ
ての損害について、適用される法律で認められる最大限の範囲で責任を負うものとします。本
第 6 項またはその他の項にもかかわらず、あらゆる車両の使用について、または車両が使用されてい
る間に発生した、禁止用途または禁止人物による使用、または第 5 項で言及されている完全責任
用途 (完全責任)の結果として生じるハーツへのお客様の責任に上限や制限はございません。 

(b)単独事故に起因する損害賠償に対するお客様のハーツへの責任は、(x) ADE PLUS、(y) AUS$2,200 

(GST を含む) の合計、または追加契約で指定された ADE に付加されるその他の金額の合計に制限さ
れていますが、フォームに記載されるようにお客様による申し出や承諾を受けた上限がない場合であり、上
限が承諾され、記載されている場合、お客様は一切の責任を負いません。 

(c)水害 (全部または一部の浸漬を除く) に起因する損害賠償に対するお客様のハーツへの責任は、 (x) 

ADE PLUS、 (y) AUS$2,200 (GST を含む) の合計、または追加契約で指定された ADE に付加されるその
他の金額の合計に制限されています。 

(d)レンタル期間中に発生するか、レンタルまたは車両の使用に起因する、第  6 項  (b)、および
第 6 項 (c) における場合を除く損害賠償に対するお客様のハーツへの責任は、ADE の金額に制限され
ていますが、フォームに記載されるようにお客様による申し出や承諾を受けた上限がない場合であり、上限
が承諾され、記載されている場合、お客様は一切の責任を負いません。 

(e)項 (b)、第 6 項 (c) と第 6 項 (d) の規定にかかわらず、タイヤチェーン、スキーラックまたはルーフラック
を不正確に装着したり、車両やその他の車両または財産への損害の原因となるような方法で発生した損
害賠償について、ハーツに弁済する責任があります。 



(f ) 項 (b)、第 6 項 (c) と第 6 項 (d) の規定にかかわらず、第 9 項 (d) に違反している何らかの責任の
承認を含め、お客様が第 9 項に違反した範囲でハーツに弁済する責任がありますが、お客様の違反を別
として発生していたであろうより大きな損失、損害、負債、費用または支出がハーツに発生する結果をもた
らします。 

(g)6 項 (b)、第 6 項 (c) と第 6 項 (d) の規定にかかわらず、本契約の下でレンタルと関係づけられる何
らかの個人財産の損失または損害に関するハーツへのいかなる請求からも、法により許容される最大限の
範囲でハーツは補償および免責することにお客様は同意するものとします。これには、制限なく、すべてのハ
ーツの車両に残されたまたはハーツの敷地内に持ち込んだ個人財産が含まれますが、車両の衝突の結果
として損害を被った車両やその他の財産、そして、ハーツの過失、または故意の債務不履行により発生し
たいかなる損失または損害は含まれません。 

(h)車両を使用した結果生じた傷害の原因に対する正規ドライバーの責任は、オーストラリアの各州、お
よび準州における交通事故の補償に関する法定の制度により保障されています (それらの制度の条件お
よび制限の対象となります)。この保障の対象範囲、条件および制限事項の詳細については、車両が登
録されている州または地域の関係当局に連絡する必要があります。 

  

7.責任の制限および免責 

(a)この車両が優良品質であり、レンタル品、および相当な注意と技量でハーツによりお客様に提供され
ているあらゆるサービスが説明またはサンプルと一致する保証を含めて、消費者保護法制を理由に、お
客様は本契約および関連する権限を有しています。これらの権利を除いて車両またはお客様の車両レ
ンタルの代価としてハーツが提供するその他の保障はありません。 

  

(b)明確にするために、第 7 項 (a) の下での義務を除き、法により最大限許容される範囲で、ハーツは
お客様または正規ドライバーに対して何らかの損失、損害、費用、経費、損害賠償 (使用、または享
受の損失を含むが、ハーツの過失または故意の債務不履行を原因とする何らかの損失、または損害を
除く) または以下を起因とするその他の負債に対する責任や義務を負わないことを承諾します。 

(i)何らかの事故、故障、またはその他の車両障害、 

(ii)お客様、または他の人物の個人財産への損失や損害、それに制限なく含まれる、ハーツの車両
に残された、またはハーツの敷地内に持ち込んだ個人財産、 

(iii)市街図またはその他の地図におけるあらゆる間違いまたは脱落 (ハーツにより提供されている、い
ないに関わらず)、または自動車電話や車両のナビゲーション・システムの欠陥や誤動作 (車両据付
け、または提供物に関わらず)。 



  

(c)上記の規定を制限することなく、法により許容される最大限の範囲で、ハーツは、車両や別の車両
の使用や享受の損失、または間接的、特殊的、または本契約により保障されている何らかの問題の解
決により生じる間接損害についてお客様、またはどの正規ドライバーにも責任を負いません。 

  

(d)個人、家庭内または世帯での使用のために車両をレンタルした場合を除いて、過失責任などのハー
ツの責任は法によって許可された下記の範囲に限定されます。 

(i)ハーツのオプションの商品の場合 

(A)商品の交換、または同等商品の提供、 

(B)商品の修理、 

(C)商品の交換または同等商品の取得費用の支払、 

(D)商品修復費用の支払。 

(ii)ハーツのオプションのサービスの場合 

(A)サービスの再提供、または 

(B)再提供されたサービス費用の支払。 

  

8.旅行代理店の表明 

明確にするために、旅行代理店はハーツ従業員またはハーツの代理店ではありません。したがって、法律によ
り許可された範囲で、本契約の下で車両やハーツのサービスに関するすべての旅行代理店により行われ
る要求、声明または表明にハーツは一切の責任を負いません。 

  

9.事故および罰金 - お客様のご対応 

(a)事故が発生した後は、できるだけ早くあらゆる事故 (車両が破損、喪失、または破壊されているかど
うかに関わらず) をハーツに報告する必要があります。 

  

(b)事故に関してハーツが合理的に要求するすべての情報を提供する必要があります。上記の規定を
制限することなく、事故時やハーツの要求に応じて可能な限り速やかに事故の報告書を書面で正確に
記入し、ハーツに提供する必要があります。 



  

(c)証拠を提供するための出廷を含め、何らかの事故について発生した請求または行為においてハーツ
を (ハーツの費用と方針で) 支援することにお客様は同意するものとします。 

  

(d)お客様のために、またはお客様の代理として、和解、支払、仲裁、免除、放棄、免責、またはその他
の責任 (法的強制力をもって作成される真実の供述を除く) の自認に関する提案が行われることはあ
りません。 

  

(e)お客様が受け取った事故に関わるすべての書類またはその他の資料は速やかにハーツに提供される
必要があります。また、事故に関する当該書類や資料を受領するその他の人物が、速やかにハーツに
それらの書類や資料が提供するための適切な手順を実行することにお客様は同意するものとします。 

  

(f)レンタル期間中に、何らかの交通違反または駐車違反が発生した場合、できるだけ早くハーツに報告
することに同意するものとします。 

  

(g)事故の後、ハーツは、独自の判断でお客様の車両レンタルを終了し、交換用の車両を提供しない
場合があります。終了の場合、ハーツはプリペイドチャージに案分して返金するものとしますが、当該プリ
ペイドチャージが第 6 項の支払期日がきている損害賠償、および第 4 項 の支払期日がきているすべ
ての請求の代価として、相殺する権利を留保します。 

  

10.個人情報の開示への同意 

お客様のハーツからの車両のレンタル申請とレンタル管理の評価のために、ハーツが信用調査業者からのレ
ポートを取得することにお客様は同意するものとします。お客様はハーツがレポートの取得のために信用調
査業者にお客様の身元詳細を提供し、当該レポートを確認する信用調査業者からハーツにお客様につ
いての情報が提供されることにも同意します。 

  

11.クレジットカード、チャージカードまたはデビットカード 

(a)お客様はクレジット、チャージまたはデビットカード ( 以下「カード」) にチャージすることをハーツに許可
しますが、お客様の登録に含まれているカード番号、またはカードのインプリントやスキャン、またはカード
番号を車両のレンタル時  (または他のいつでも) にハーツ係員に提供します。(x) ADE PLUS (y) 



AUS$2,200 (GST を含む) までの合計金額で第 6 項の支払期日がきている損害賠償および第 4 項 
の支払期日がきているすべての請求の代価として、または、現在追加条件に指定されている、ADE に
付加されるその他の金額になります。 

  

(b)カード番号が登録に含まれている場合、またはレンタルの開始時にお客様がカードを提示した場合、
お客様はまたハーツに残高を積立て、またはハーツからその許可を取得して、 (x) 予測されるレンタル費
用 (何らかの割引、貸付、またはリベートより少額) プラス(y) AUS$200 (GST を含む) までの合計金額
でレンタル時にカード発行者となること、または予約時に通知されたその他の金額をハーツに許可します。 

  

(c)第 6 項 の下にハーツがお客様のカードの期限が到来して支払義務が発生している損害を請求す
る場合、速やかにお客様に請求金額を通知し、損害の詳細を提供します。お客様が損害賠償、また
は請求金額に異議を唱える場合、通知書に記載された 

ハーツ担当者に連絡することができます。ハーツは、いかなる紛争も、迅速に対処するものとし、何ら
かの金額を、お客様に返金する必要があれば、速やかにその金額をお客様のカードに入金するもの
とします。この点でハーツにより行われた何らかの決定に不満がある場合は、オーストラリアかお客様
がお住まいの国にあるハーツのカスタマーリレーションズ部門に連絡をすることができます。 

  

(d)何らかの特定の請求または損害賠償額があるにもかかわらず車両が返却時に課金されなかった場
合、車両の返却された後 30日以内にお客様のカードに該当の課金が発生する場合があります。 

  

(e)損害がお客様の車両レンタルに起因するものとハーツが見なし、ADE の金額に到達するか上回る可
能性がある場合、ハーツは ADE の全額をお客様のカードに課金するものとします。後で実際の損害
が ADE 未満であったと判明した場合、ハーツは速やかに、お客様のカードに差額を入金するものとしま
す。 

  

(f)カードがお客様のものであり、お客様 (単独、または他の人物、またはその他の人々と一緒であるであ
るかどうかに関わらず)が全額カードに入金、課金または引き落としを受ける責任を負うことを保証します。 

  

12.オプションの補償サービス 



(a)お客様は、お客様のレンタルまたは車両の使用に起因する、またはレンタル期間中に発生する損害
賠償について第 6 項 の下でお客様の責任を軽減することができるオプションの補償サービスを購入す
ることができます。 

  

(b)本第 12 項のいずれかまたはその他の項にかかわらず、そして補償サービスを購入するかどうかにかか
わらず、ハーツに対するお客様の責任に上限または制限はありません。 

(i)あらゆる車両の使用について、または車両が使用されている間に発生した、禁止用途または禁止
人物による使用、または第 5項で言及されている完全責任使用 (完全責任)の結果として生じる責
任、または 

(ii)第 6 項 (e)、第 6 項 (f) および第 6 項 (g) の規定に準じる内容。 

  

(c)最大保障 (「上限」) (一部の地域でのみ利用可能) は、フォームに記載されたとおりに提供され、お
客様により承諾されている場合、 

(i)お客様はハーツに対して、レンタル期間中に発生するか、レンタルまたは車両の使用 (単独事故、
タイヤおよび/またはウインドシールド損傷など) に起因する、損害賠償について第 12 項 (b) および
第 12 項 (c) (ii) に提示された内容以外の責任はありません。 

(ii)水害 (全部または一部の浸漬を除く) に起因する損害賠償額についてお客様のハーツに対する
責任は総計 AUS $2,200 に限定されます。 

  

(d)車両免責軽減制度プラス (「AER PLUS」) が、フォームに記載されたとおりに提供され、お客様により
承諾されている場合、 

(i)レンタル期間中に発生するか、レンタルまたは車両の使用に起因する、第  12 項  (b)、
第 12 項 (d) (ii)、および第 12 項 (d) (iii) に提示された内容以外の損害賠償に対するお客様のハ
ーツへの責任は、フォームに記載される ADE の金額に制限されます。 

(ii)単独事故、または水害 (全部または一部の浸漬を除く) に起因する損害賠償に対するお客様
のハーツへの責任は、 (x) フォーム PLUS に記載される ADE、(y) AUS$2,200 の合計に制限されます。 

(iii)お客様はタイヤおよび/またはウインドシールドの損害について、ハーツに対し責任がありません。 

  

(e)車両免責軽減制度 (「AER」) が、フォームに記載されたとおりに提供され、お客様により承諾されて
いる場合、 



(i)レンタル期間中に発生するか、レンタルまたは車両の使用に起因する、第  12 項  (b)、
第 12 項 (e) (ii)、および第 12 項 (e) (iii) に提示された内容以外の損害賠償に対するお客様のハ
ーツへの責任は、フォームに記載される ADE の金額に制限されます。 

(ii)単独事故、または水害 (全部または一部の浸漬を除く) に起因する損害賠償に対するお客様
のハーツへの責任は、 (x) フォーム PLUS に記載される ADE、 (y) AUS$2,200 の合計に制限されま
す。 

(iii)お客様はタイヤおよび/またはウインドシールドの損害について、ハーツに対し責任があります。 

  

(f)雪 (「SNO」) (一部の地域で一部の車両についてのみ利用可能で、登録オプションとして現在提供さ
れていません) は、レンタル時にフォームに記載されたとおりに提供され、お客様により承諾されている場
合、 

(i)第 5 項 (c) (ii) は適用されません。 

(ii)第 12 項 (f) (i) の規定にかかわらず、タイヤチェーン、スキーラックまたはルーフラックを不正確に装
着したり、それとは別に車両やその他の車両または財産への損害の原因となるような方法で発生した
損害賠償について、第 6 項 (e) に従ってお客様はハーツに弁済する責任があります。 

  

13.定義および解釈 

「事故」とは、車両とその他の物体との衝突を意味し、別の車両、またはその他の事件または単独事故を含
む、破損、喪失、または破壊につながる出来事のことです。 

  

「ADE」とは、フォームに記載されているお客様により承諾された AER PLUS または AER に何らかの軽減を考
慮した後フォームに記載される「事故の損害の超過」のことです。 

  

「追加条件」とは、お客様が車両をレンタルする場合に署名するハーツの正規係員がお客様に要求する何ら
かの文書に記録されたその他の条件のことです。 

  

「AER」と「AER PLUS」は第 12 項で定義されています。 

  

「正規ドライバー」はお客様および/または次の人物のことです。 



(a)フォームに記載されている年齢、またはそれ以上の人物。 

(b)以下に該当する現在の運転免許証を保有している人物。 

(i)英語、または英語でない場合は、認定された英語翻訳を付随するもの。 

(ii)車両の運転に有効である。 

(iii)そのドライバーが、少なくとも 12カ月間保有し、 

(c)お客様が車両の運転を許可する人物。 

(i)お客様の長く一緒に生活している直接の家族、お客様の雇用者、従業員、従業員の同僚また
は取引業務の付随業者、またはお客様のために作業を実行する契約をしている人物や事業体、お
客様のために作業を実行するための付随業者、またはそのような 

人物や事業体の従業員。 

(ii)ハーツにより書面で承認されたその他の人物。 

  

「営業日」とは、レンタル営業所が営業している日のことです。 

  

「営業時間」とは、ハーツのウェブサイトに掲載またはレンタル営業所に掲示されている、車両をレンタルまたは
返却するレンタル営業所の営業時間のことです。 

  

「車両」には、一般条項で定義されている意味があります。 

  

「開始時間」とは、以下の日時を示します。 

(a)レンタルの開始時間としてフォーム上に指定された時間、または 

(b)車両がお客様またはお客様により要求された場所に引き渡された時間。 

  

「損害」は、以下のハーツにより負う何らかの経費、費用 (賠償を費用基準で計算した訴訟費用を含む)、
罰金、賦課金、債務または、類する特性のあるその他の財務的義務 (関連の保険約款の下、超過した
買掛金の支払いを含む) のことです。 



(a)ハーツにより、またはその代理によって提示される車両の修理費用 (または、ハーツでの合理的な見
解では、損害は修復不可能で、車両の交換費用の場合)、管理、サービス、査定、修復サービスの車
両の代価としての損失、損害など。 

(b)第三者によってなされたあらゆる請求または要求、あるいは車両やその使用が原因となったその他の
車両または財産の損失、使用不能損失または享有の代価として損失、損害など。 

(c)車両を除くハーツの所有する、あるいはハーツには責任または法的責任 (全体または一部) がある何
らかの財産の代価として損失、損害など。 

  

しかし、使用不能損失や車両の享有、または何らかの間接損失、特別損失、または間接損害は、禁止用
途に関するもの、または第 5 項 (a) や第 5 項 (b) に違反している禁止人物による使用以外を含みませ
ん。 

  

「登録」には一般条項で定義されている意味があります。 

  

「フォーム」とは、レンタル契約書、個人およびその他のすべての詳細が記録されたレンタル契約および関連フ
ォームに権限が与えられているフォームで、これは車両がレンタルされた時に記入します (本文書は、「レン
タル記録または契約」と同様に一般条項において言及されています)。 

  

「一般条項」とは、すべてのプログラムによるレンタルに適用される一般的な規定を、「ハーツ」が「一般条項」
で指定したことを示します。 

  

「酩酊」とは、ドライバーが車両を制御する能力が著しく損なわれる程度に何らかの薬剤や酒の影響下にあ
る、またはドライバーの何らかの薬剤かアルコールの血中レベルが適用される法的限度に違反している場
面において、警察またはその代理が随時、呼気、血液または他のサンプルを要求した際に拒否するか提
供しなかった場合、この規定に違反するとみなされる場合を示します。 

  

「上限」は、第 12 項で定義されています。 

  

「プログラム」とは、本小冊子の表紙で確認できるプログラムのことです。 



  

「レンタル日」とは、レンタル期間中の連続した 24 時間のことです。 

  

「レンタル期間」とは、お客様により車両がレンタルされる期間のことで、開始時刻に開始し、終了時刻に終
了します。 

(a)営業時間中にハーツに車両を返却し、車両用イグニションキーの返却をハーツが承諾します。 

(b)お客様は、営業時間外に返却される車両をレンタル営業所でドロップボックスに車両用イグニション
キーを含むレンタルウォレットに預けます(ハーツが次の営業日に検査し、返却を承諾するまで、お客様
に車両についての責任があります)。 

(c)車両が回収される時刻より前で、その回収についてお客様により指定された時刻より後の合理的な
時刻では、お客様はカスタマー回収サービスを使用します。 

(d)ハーツが車両を回収します。または 

(e)車両が喪失、盗難、あるいは悪用された場合、警察に連絡されたのと同じ時刻 (事件の警察調書
に記録されている時刻であること)のことです。 

  

「レンタルウォレット」とは、フォームを受け取る書類ケースのことです。レンタルウォレットには「レンタル約款」とい
う文書、車両事故報告書、お客様の援助のために提供されているその他の一般情報が含まれている場
合があります。レンタルウォレットに表示される「レンタル約款」という文書とその他の情報は、車両のレンタ
ル契約書の一部ではありません。 

  

「原因」とは、結果として、言及されているその物事が、直接または間接的、単独または部分的な原因かどう
かにかかわりなく、「結果になる」と類似する文法上の形式が対応する意味を持つことです。 

  

「単独事故」とは、車両と、駐車中の車両以外の他の車両との衝突ではない事故のことです。 

  

「SNO」は第 12 項に定義されています。 

  

「車両状態報告書」とは、お客様が車両をレンタルした時にハーツ係員から提供された「車両状態報告書」
という用紙のことです。 



  

14.その他の料金 

故障牽引サービスで車両に支援が必要な問題は、車両につきもののことです。例えば、車両のガソリン切れ、
または車内に鍵を置いたままロックしてしまった場合 AUS$82.50 (GST 込み) 違反管理手数料 AUS$33 

(GST 込み)。 

  

オーストラリアでのレンタルについて利用可能なオプショナルサービスの概要 

  

この概要は、2016 年 6 月 1 日現在のものです。提供されるオプショナルサービス、保障、制限、免責、その
他の機能および価格はすべて予告なく変更されることがあります。 

  

オプションの補償サービスを購入すると、車両や車両が衝突したその他の車両または財産のあらゆる損害に
お客様が潜在的に支払い責任を負っている金額を削減することができます。  

  

  

第 2部 E. ニュージーランドでのレンタルに適用されるレンタル約款 

  

本第 2 部におけるレンタル約款 E. (「ニュージーランド条項」 ) ニュージーランドで開始するすべてのハー
ツ Gold プラス・リワーズに適用されます。本第 2 部 E. におけるすべての参照については、これらのニュージーラ
ンド条項の項と号を参照してください。 

  

ハーツニュージーランド株式会社を意味する用語のハーツニュージーランドリミテッドオブクライストチャーチ (以下
「所有者」 ) 、またはハーツシステムライセンス契約に従ったその他の代理店と、お客様との間で契約が結ばれま
す。ここに提示されたレンタル約款を承諾し、従うことに同意し、お客様が 21 歳以上であり、本契約を読んだ
上で、完全に理解したことを承認し、表明します。 

  

車両の説明 



1.所有者は、以下「車両」と呼ばれている、レンタル契約書に記載されている自動車のレンタルを貸出をするも
のとし、お客様は受けるものとします。 

  

レンタル期間 

2.レンタル期間は、レンタル契約書に記載されているように期間を定めるものとします。 

  

車両運転の可能な人物 

3.車両はレンタル期間中にお客様および追加の正規ドライバーのリストに記載されている人物によってのみ運
転され、車両運転時に、車両について適切で有効な運転免許証の保有をしている場合のみレンタル時のリス
ト記入が可能です。 

  

お客様による支払い 

4.本契約の第 2 項に言及されるレンタルの期間に応じて、お客様は車両のレンタル料金を所有者に支払うも
のとし、レンタル料金は料率および物品・サービス税で、レンタル契約書に示されています。 

  

5.本契約の第 4 項で指定された支払いに加えて、必要な場合は、お客様はレンタル契約書に表示された距
離料金の料率および物品・サービス税をレンタルの終了時に所有者に支払うものとします。 

  

6.お客様はレンタル期間中に車両に使用されるすべてのガソリンまたは他の燃料費 (オイルを除く) を支払うもの
とします。お客様が終了前に車両に燃料を補給しないことを選択した場合は、レンタル契約書に表示された料
率および物品・サービス税でハーツが補給サービスを提供するものとします。 

  

7.本契約の第 4 項で指定された支払いに加えて、本契約の第 10 項に設定された保険の保障について、お
客様はレンタル契約書に表示された保険料の料率および物品・サービス税をレンタルの終了時に所有者に支
払うものとします。 

  

お客様の義務 

8.お客様は以下を確認するものとします。 



(a)車両のラジエータ水とバッテリーの水は、適切なレベルで維持されている。 

  

(b)車両のオイルは、適切なレベルで維持されている。 

  

(c)タイヤは、適切な圧力で維持されている。 

  

9.車両の取り扱いおよび駐車時にすべての相当な注意を払い、使用しないときはしっかりとロックして車から離
れることを確認します。 

  

保険 (車両損害補償制度) 

10.a.保険を拒否せず以下に提示された免責行為をしない限り、車両を運転するお客様と正規ドライバーは、
車両およびその付属品、およびスペア部品、および車両とその付属品およびスペアパーツ、車両の復旧に関連
する牽引と救助の費用を含む、所有者の収入やその他の経費におけるあらゆる間接損害を、所有者に対して
有するあらゆる責任の点で完全に補償されます。 

              

以下にされた提示された免責を条件として、車両を運転するお客様と正規ドライバーは NZ$5,000,000 の範
囲でその他の人物が所有する何らかの財産 (動物の怪我を含む) および車両の使用により生じる損害の所有
者に対して有しているすべての責任において、補償されます。 

  

b.車両免責軽減制度 (AER) 

お客様は最初の車両グループ B、C、D、E および F について NZ$2,200 または車両グループ H、J、K、L、お
よび M について NZ$2,500、またはレンタル契約書の前面に示されているその他の金額、および物品・サービス
税において、第 10 節で指定された保険の保障で言及されている損害または損失の責任を負うものとすること
を承認します。これには火災や盗難に起因する損害や損失、横領、盗難未遂、または横領未遂は適用され
ません。この責任は、車両グループ B、C、D、E、および F について 1 日あたり NZ$22 (プラス GST) のレート
で、または車両グループ H、J、K、L、および M について 1 日あたり NZ$25 (プラス GST) のレートでの車両免
責軽減制度(AER) の支払いによりオプションで NZ$0 に削減することが可能ですが、免除、割引、および超
過は料金と車両オプションで異なる場合があり、予告なく変更することがあります。 

  



保障を取得する方法 

お客様の登録でお客様が車両免責軽減制度に「承諾」していることを示し、レンタル契約書の定める 1 日毎
の追加料金を支払う場合、保障が有効になります。 

  

免責 

上記に言及された補償金は、以下の条件で損害、傷害や損失が発生すると適用されないものとします。 

a.車両のドライバーが車両の運転能力に影響するアルコールまたは何らかの薬物の影響下にある場合。 

  

b.車両が危険な状態、または道路上の使用に適さない状態で、それが原因または原因の一つでレンタルのコ
ース中に損害または損失が発生し、契約者またはドライバーが認識していた、あるいは認識している必要があっ
た場合。 

  

c.車両が何らかのレース、スピードテスト、ラリーやコンテストで使用される場合。 

  

d.お客様が法人または州の省庁ではなく、車両がお客様か正規ドライバーのリストに指名された人物ではない
人物により運転される場合、 

  

e.運転免許証を失効しているか、またはその車両についての適切な運転免許証を保有したことのない人物が
車両を運転する場合、 

  

f.お客様または正規ドライバーのリスト上で指名されたその他の人物により、またはお客様の許可の下で車両を
運転した際に、車両が故意または無謀に損傷させられた場合や、お客様またはかかる人物の故意または無謀
な行動の結果として損失した場合、 

  

g.車両がレンタル条件またはその条件の範囲での何らかの合意外で運転される場合、 

  

所有者とお客様の間で 1977 年ニュージーランド保険法改正法の第 11 条が、本項が保険契約を構成して
いる場合として上記の免責に関して適用されるものとすると合意した場合、 



  

保険の拒否 (車両損害補償制度) 

11.保険が上記第 10 項に関して拒否された場合は、お客様は車両への損失や損害および所有者による間
接損害に関してはお客様自身の責任でその車両はレンタルされることを承諾します。お客様は車両へのあらゆ
る損失や損害および間接損害について所有者に責任を負う可能性があることを承諾します。お客様は何らか
の人物または財産に生じたあらゆる損害、傷害や損失に関して本契約の下で保険の保障が無いことを承諾し
ます。注意:保険の拒否はハーツの承認以前にのみ可能です。 

  

所有者の義務 

12.所有者は安全で道路上の使用に適した状態を車両に提供するものとします。 

  

13.所有者は、本契約の条件におけるお客様により支払われるべき費用の範囲を例外としてレンタル期間中に
車両が走行しているすべての通常費用と特別費用の責任を負うものとします。 

注意：本契約の第 6 項により、レンタル期間中に使用された、オイルを除く、ガソリンなどの燃料費は、お客様
が責任を負います。 

  

機械の修理および事故 

14.事故または故障のいずれかの理由で車両が損傷している場合、または修理や救助を必要とする場合、実
行可能な限り速やかに、完全な状況を所有者に通知するものとします。 

  

15.車両または他の財産にさらなる損害を防ぐために、所有者の許可がない場合には、必要な修理または救
助の範囲を除き、いかなる修理や救助を準備または実施しないものとします。 

  

16.緊急の場合を除き、走行距離計または速度計、エンジン、トランスミッション、ブレーキまたは車両のサスペン
ションシステムのいかなる部分に手を加えてはならないものとします。 

  

車両の使用 



17.1989 年の輸送業務免許法の第 1 部の下で認可されている旅客サービスでの使用について知識がある所
有者に従って車両がレンタルされない限り、お客様は車両がレンタルまたは報酬のための旅客運送用としての
使用またはそれを許可することはできないものとします。 

  

18.お客様は以下をしてはならないものとします。 

a.又貸しをしたり、車両を他人にレンタルすること。 

  

b.車両のお客様の権限外での操作を許可すること。 

  

c.1962 年運輸法第 58 条 (過剰な呼気または血中アルコール、または飲酒や薬剤の影響の下の運転また
は運転の試みに関連) を遵守しないドライバーによる違反する状況での車両の運転、または車両の運転を許
可すること。 

  

d.あらゆるレース、スピードテスト、ラリーやコンテストでの車両の運転、または車両の運転を許可すること。 

  

e.その他の車両を突き動かすか牽引するための車両の運転、または車両の運転を許可すること。 

  

f.1962 年運輸法、1976 年運輸規制法、またはその他の法律、規制、または道路交通に関連する条例に
違反する車両の運転、または車両の運転を許可すること。 

  

g.車両について旅客定員以上の運送、または証明書で指定された商品の重量以上の積載をする車両の運
転、または車両の運転を許可すること。 

  

h.お客様または他の人物が車両について現在の適切な運転免許証の保有者ではなく、車両を運転する場合、
または車両の運転を許可すること、 

  

車両の返却 



19.a.お客様はレンタルの契約期間満了前に、車両をレンタルした住所、合意したかかる所有者の事業所また
は所有者の代理店、または所有者のレンタルの継続の同意を得た住所に車両を引き渡すものとします。 

  

b.レンタルは車両が返却された場所と同じハーツの営業所でキーを引き渡されない限り終了したものとみなされ
ません。 

  

c.車両がレンタルされた場所と同じ島で返却されない場合、最大 NZ$1,000 (プラス GST) の追加料金を課金
される場合があります。 

  

不履行または損害車両の即時返却 

20.所有者はお客様が本契約のいずれかの条項に違反したか、または車両が損傷している場合、即時に車両
の所有権を行使し、レンタルを終了する権利があるものとします。本項の権限の下でのレンタルの終了は、所
有者のその他の権利およびお客様の本契約またはそれ以外での権利を損なうことがないものとします。 

  

未払口座の利息 

21.a.お客様は支払義務のある未払いの全ての金銭の利息を支払期日から実際に受領した支払日まで日割
り計算された適用レンタル料金で支払う責任を負うものとします。 

  

b.さらに、執行および回収 (訴訟費用、独自の依頼人基準の弁護士費用など) についての全費用に責任を
負うものとします。 

  

c.上記の項の目的として、「適用レンタル料金」は (x) 年率 7.5 ％プラス (y) 当座貸越貸付用の取引銀行に
ハーツ NZ Ltd により支払うべき当座貸越レートと同等の金利レートを意味します。マネージャ、アシスタントマネ
ージャまたはハーツ NZ Ltd. の取引銀行の会計士の手の下で署名した証書は当座貸越貸付用にハーツ NZ 

Ltd. により支払うべきレートおよび適用レンタル料金の計算用の確証になるものとします。 

  

料金の計算 

22.レンタル日はレンタルの開始の時刻に開始する、連続する 24 時間の期間で構成されています。最低レンタ
ル期間は 1 日 (連続して 24 時間) です。59 分の猶予期間の許可後の追加時間は、日割りレートと同等の



請求が発生する当該追加時間までレンタル日を超過したそれぞれ全体または部分時間の料金を請求されま
す。特別レートに適用される何らかの制約事項に違反した場合、その他の適用されるレートが請求されるもの
とします。 

  

業務目的のために自動車を賃借する場合、1993 年消費者保証法は当該法の第 43 条に従って適用され
ないことに同意するものとします。 

  

レンタル契約書のコピーはレンタル期間中終始車両内に保管される必要があり、必要に応じて警官または他の
許可された運輸省の職員に提示される必要があります。 

  

  

オプショナルサービス 

  

ニュージーランドのハーツにより提供されるオプショナルサービスの次の概要は、2016 年 6 月 1 日現在です。提
供されるオプショナルサービス、保障、制限、免責、その他の機能および価格はすべて予告なく変更されることが
あります。 

  

レンタルについては、一部の場所では、一部のオプショナルサービスを取得する場合、お客様登録の事前のリク
エストに基づくご利用ができない可能性があります。(これは、ハーツの判断で、適用可能な法によって、事前の
基準でその場所において該当のサービスを提供することが実行不可能にされる場合に発生する可能性があり
ます。) このような状況で、お客様がニュージーランドでのレンタルプログラムを入手したい旨を登録で指定しても、
レンタル契約書にはオプショナルサービスなどを承諾したことが示されないものとします。事前のリクエストでは使
用できない場合でも、レンタルの開始時に該当のサービスを追加で購入することができます。そのためには、レン
タルの開始時に該当のサービスを購入する旨をレンタル営業所でハーツ係員に告知する必要があり、該当のサ
ービスがその時点で利用可能な場合、お客様の意思決定を反映して担当者にレンタル契約書を改訂してもら
う必要があります。 

  

  

搭乗者障害保険 (PAI) 



  

補償を取得する方法 

お客様の登録では、お客様が搭乗者障害保険 (PAI) を「承諾」することを示す場合、保障が有効になり、
2016 年 6 月 1 日現在、毎日の追加料金は 1 日あたり NZ$5 (プラス GST) を支払うことになっていますが、
変更になる場合があります。当該料金は全体または部分的な各レンタル日に全額支払うべきものです。 

  

約款のメリット 

次は、マスター約款表現の概要のみであり、マスター約款に含まれている事項が優先されます。提供されるメリ
ットと保障は予告なく変更されることがあります。 

  

保障される人物：事故および/または搭乗者の時の車両を制御している際は正規ドライバーのみ。搭乗者に
支払うべき賠償金は、事象の 1 から 5 のみに適用します。 

  

提供される保障：怪我をした場合、指定されているとおり、次の事象のいずれかの結果として、ハーツ PAI 約
款により、このような事象に指定されている次の賠償金を支払うものとする。搭乗者に支払われるべき最大金
額は、賠償金の 10％ であるものとし、賠償金の残高は正規ドライバーに支払われるべきものとする。 

  

事象 

傷害の結果：$NZ での賠償金額 

1. 永久四肢麻痺$ 100,000 

2. 永続的な麻痺$ 100,000 

3.死亡$100,000 

4.1 つ以上の四肢の喪失合計 $100,000 

5. 片眼または両眼の全視力の総損失が 100,000ドル 

6.連続で 24 時間以上の入院- 1 日当たり最大 $100 で 30 日間 

注意：お客様は上記 1 - 5 の事象の 1 件のみ支払いを請求することができます 

  



手術時の給付 

次の傷害：$NZ での賠償金額 

1.頭蓋切開$ 2,000$2,000 

2.1箇所以上の四肢の切断手術 $1,000 

3.メスを使用下手術の必要がある手足の骨折$ 1,000 

4. メスを使用下手術の必要がある手足の脱臼$500 

5. 全身麻酔下で行われた他の外科手術＄100 

  

PAI に適用する免責： 

・80歳以上である 

・意図的な自傷、自殺 

・戦争、侵略または内戦 

・違法行為または犯罪行為 

・アルコールや薬物の影響下にある状態 

・レンタル契約書の規定の遵守不履行 

・病気または疾患 

  

請求：事象の後、実行可能な限りすぐに書面が記入する必要があります。すべての用紙はハーツのオフィスで
入手できます。 

  

  

携行品保険 (PEC) 

  

  



保障を取得する方法 

お客様の登録では、お客様が携行品保険 (PEC) を「承諾」することを示す場合、保障が有効になり、
2016 年 6 月 1 日現在、毎日の追加料金は 1 日あたり NZ$5 (プラス GST) を支払うことになっていますが、
変更になる場合があります。 

当該料金は全体または部分的な各レンタル日について全額支払うべきものです。PEC は PAI または PKG の
加入時に合わせて、オプションとしてのみ加入できます。 

  

約款のメリット 

PEC は手荷物と所持品の損失または損害について正規ドライバーと搭乗者にメリットを提供します。お客様の
携行品の管理において妥当な注意を払って監視するという条件で補償金が支払われます。免責事項が一部
適用されます。次は、マスター約款表現の概要のみであり、マスター約款に含まれている事項が優先されます。
提供されるメリットと保障は予告なく変更されることがあります。 

  

保障される人物 

正規ドライバーと搭乗者。 

  

提供される保障 

施錠されている車両や有人の車両からの盗難による手荷物と携行品の喪失または損害、車両の衝突および/

または横転、暴動および内乱、悪行、火災、洪水、およびそれに類するもの。該当の損失または損害がレンタ
ル期間中に発生した場合には、保険会社がそのオプションで実行可能な限り、修理、回復、交換、あるいは
紛失または損害した品目についての現金決済を提供します。 

  

超過 

被保険者は本条の下での各請求の最初の NZ$25 を負担するものとします。 

  

メリット 

何らかの 1 つの物品の限度額 NZ$1,025 

正規ドライバーのレンタル期間ごとの限度額 NZ$3,025 



正規ドライバーおよび搭乗者についてレンタル期間ごとの限度額 NZ$6,025 

  

携行品保険に関連する条件 

各被保険者は手荷物の管理において妥当な注意を払って監視するものとし、紛失または破損した財産の保
護と回復のために必要なすべての手順を実行するものとします。財産の損失、破壊または損害の場合、被保
険者は以下を行うものとします。 

盗難による損失または損害の警察調書を取得するものとします。損失や損害が、他の被保険者の事象に起
因している場合、被保険者は関連機関に告知する必要があります。 

損失または損害が発生した後に、可能な限り速やかにハーツに書面で通知するものとします、 

各自の負担で、ハーツに関連する情報と保険会社が要求する補助資料を提供するものとします 

お客様がホテルおよび/またはモーテル、マンション、住宅、またはそれに類するものに滞在している場合、車両が
夜間に無人で置かれる場合は、施錠されているガレージまたは建物内で駐車されていない限り、車両の荷物
および/または携行品は置かないようにする必要があります。 

  

保険会社は財産の損失または損害時の価値に等しい現金決済を行い、またはそのオプションで実行可能な
場合、紛失または破損した財産を回復、修理、置換することができます。 

  

セットの一部とみなされる 1 つの品目の損失または損害の場合、喪失または破損している個々の品目の価値
は保険会社が一切の責任を負うものとします。 

  

免責リスト 

本約款は以下を保障しません。 

1.機械、電気、または油圧の故障や撹乱、データ損失、またはあらゆる間接損害。 

2.(つまり、輸送方法) での物品の運搬事故の衝撃が原因であったことを証明することができない場合の物品の
割れまたは傷。 

3./または自転車、家具または調度品、家財や家電、あるいは何らかの輸送手段および/または該当する輸送
手段における部品および付属品。 



4.お金、トラベラーズチェック、銀行券または法定紙幣、クレジットカードまたはチャージカード、商品引換券、債
券、クーポン券、切手、手形および有価証券、権利証書、写本、あらゆる有価証券、金塊、商売道具、旅
行者のサンプルまたは事業用に全体または部分的に使用される場合のあらゆる種類の財産。 

5.磨耗、価値の低下または劣化。 

6.無人、無施錠のままの車両に残された荷物または携行品。 

7.販売または取引を目的とした何らかの商品。 

8.自動車、エンジン、オートバイ、自転車、ボート、その他の運搬方法、またはその付属品。 

9.動物。 

10.義肢、入れ歯、またはそれらに類するもの。 

11./またはシルバー、貴金属、毛皮、または約款に記載された 1 つの物品の制限以上のその他の物品。 

12.本条の下で請求が発生する、事象発生時の車両内にある、あらゆる荷物または携行品。 

13.(宣戦されているかどうかに関係なく)、侵略または内戦の結果。 

14.酒の影響の下にある、または正当な資格を有する医療従事者のアドバイスに従って管理されている薬剤の
服用を除く薬剤の影響を受けている被保険者。 

15.正規ドライバーがレンタル契約書の規定に違反した結果として発生するあらゆる被保険者の事象。 

  

請求の作成 

財産に対するすべての損失または損害を請求フォームに記入し、損失または損害の日から 30 日以内にハーツ
に報告してください。ハーツも財産に対する損失または損害を速やかに警察に (現状を適切に) 報告する必要
があります。 

  

PAI および PEC に関する留意点 

1.ハーツは、1994 年仲介業法に従って American Home Assurance Company ニュージーランド支社の代理店
の機能を果たしています。ハーツはお客様の代理店の機能を果たしません。 

2.ハーツは AHA に毎年、定額の保険料を支払います。契約者から回収されたすべての日別料金はハーツが
保管します。 

3.本書に記載されている情報はガイドのみを目的としています。 



4.ハーツの  PAI と  PEC 約款のコピーは、ハーツ保険部、ニュージーランド本社、801 Wairakei Road, 

Christchurch にご請求いただくか、すべてのハーツ営業所でご利用になれます。 

  

PAI と PEC に関する開示の義務 

損害保険の契約を保険会社と締結する前に、1977 年ニュージーランド保険法改正法の下で、保険のリスク
を承諾するかどうか、その場合どのような条件なのかの意思決定に関連して、お客様が知っていること、または合
理的に知っていることが期待されるすべての事項を保険会社に開示する義務があります。お客様は損害保険
の契約を更新、拡張、変更、回復する前にこれらの事項を保険会社に開示する同様の義務があります。 

・お客様の義務において次の事項を開示する必要はありません。 

・常識であること。 

・お客様の保険会社が、企業の通常の営業過程で知っているか、または、知る必要があること。 

・自分の義務を遵守することで、保険会社により免責されること。 

  

機密保持 

お客様が情報の開示の義務を怠った場合、保険会社には請求に関して、契約の下で責任を軽減するか、契
約を解約することができる権利があります。お客様の機密保持が不正である場合には、保険会社には始めから
契約を回避するためのオプションもあります。 

  

  

パッケージ (PKG) 

  

  

保障を取得する方法 

契約者がパッケージ (PKG) に署名し、「同意する」ボックスをオンにし、登録契約書を完了する際に、日別の
追加料金を支払うと、保障が有効になります。当該料金は全体または部分的な各レンタル日に全額支払うべ
きものです。2016 年 6 月 1 日現在、日別料金は車両グループ B、C、D、E および F は 1 日あたり NZ$30 

(プラス GST)、車両グループ H、J、K、L、および M は 1 日あたり NZ$33 (プラス GST) で、予告なく変更す
ることがあります。 



  

パッケージのメリット 

割引レートで提供されることで、補償パッケージは、個別にオプションを購入していた場合に支払う金額よりも少
ない保障を提供することで費用を節約できます。最高レベルの保護として、ハーツは補償パッケージをお勧めし
ます。 

  

1 回日別料金を払うことにより、パッケージはハーツが車両免責額 (レンタル約款の第 10 項 (b) 参照) 

NZ$2,200 または NZ$2,500 (それ以外の場合は、レンタル契約書で指定された額) からゼロ (それ以外の場合
は、レンタル契約書で指定された額)、搭乗者障害保険 (PAI)および携行品保障 (PEC) まで割引くことに同意
する、車両免責軽減制度 (AER) のメリットが含まれています。 

  

規定、制限事項、およびニュージーランドの PAI と PEC 約款の例外の詳細については、別途上記に提示さ
れています。 

  

  

第 2部 F. 企業および/または旅行代理店アカウントのレンタル約款補則 

  

ここでは、お客様と会社または旅行代理店およびハーツにより締結された特別契約によって、お客様により取り
決めがなされたか、またはレンタルメンバー期間中に続いて会社のアカウントまたは旅行代理店アカウントのいず
れかに課金が行われた、本第 2 部 F. にて処理されたそのようなトランザクションを対象とするレンタル約款を提
示します。 

  

レンタル約款 

ハーツと 1 枚以上のクレジットカードを含む登録を締結したため、お客様は個人的にはカードの所有者であり、
ハーツはクレジットカード利用可能と示される最初のクレジットカードに対してレンタル料金をチャージすることを承
認します。 

  



お客様がプログラムにメリットがあることを希望しているため、レンタル料金は、お客様を雇用している会社
に OTTO アカウントの引落しによって、またはお客様がご利用の旅行代理店アカウントへの課金により直接請
求されます。本補則では、プログラムの組合せ利用方法および会社の OTTO アカウントまたは旅行代理店アカ
ウント、ならびに本文脈でのお客様の義務と責任およびハーツの義務と責任を定義することとなります。 

  

補則は次の通り合意されました。 

  

1．定義：これらのレンタル約款補則で使用される次の表現は、次の意味を持つものとする。 

  

「旅行代理店」とは、お客様と共に、ハーツにより承諾された補則資料に署名する旅行代理店を指
します。 

  

「会社」とは、お客様を雇用している会社で、お客様が行うプログラムの枠組みの中でレンタルに関
連する費用を同社の OTTO アカウントにチャージするとハーツが契約を結んだことを指します。 

  

「OTTO アカウント」とは、何らかの発生した請求についてハーツにより料金が引き落とされることに会
社が同意するハーツまたはその他のアカウントが用いる会社の顧客アカウントを指します。 

  

「旅行代理店アカウント」とは、ハーツが用いる旅行代理店の顧客アカウントを指します。 

  

「予約」とは、会社または旅行代理店で予約が行われたときに、提示された条件に従って、ハーツに
指示を与え、車両のレンタルに必要なすべてのアクションを行うお客様による取引を指します。 

  

「レンタル料金」とは、車両を使用するプログラムのお客様のレンタル (これらのレンタル約款の「料金」
とも呼ばれます) によってあらゆる方法と性質で発生する料金を指します。 

  

「全額クーポン」とは、クーポン (レンタカーチケット) で、このクーポンの対象になるレンタルに関してレン
タル料金の合計金額に関連する旅行代理店によって発行されたものを示します。 



  

「OTTO クーポン」とは、会社により使用されるクーポンで、OTTO アカウント番号の記載があるものを
示します 。 

  

「プログラム/OTTO 組合せ」とは、レンタル料金の金額を、会社の OTTO アカウントにチャージしながら、
プログラムのサービスを使用することを示します。 

  

「プログラム/旅行代理店組合せ」とは、レンタル料金の金額を、旅行代理店アカウントにチャージし
ながら、プログラムのサービスを使用することを示します。 

  

2．お客様はこれらのレンタル約款補則を読んだ上で、理解し、承諾しました。 

3．会社および/または旅行代理店は、レンタル料金を請求するためにハーツを承認し、提示された以下の条
件を遵守する契約をハーツと締結しました。 

4．プログラム/OTTO 組合せ、またはプログラム/旅行代理店組合せのメリットを受けるには、プログラム登録契
約書の補則を記入し、会社および/または旅行代理店、およびお客様自身によって認証するために、ハーツに
返却する必要があります。 

会社、旅行代理店により指定された認証はいつでも解約することができ、いずれかの理由でこの認証から退会
した場合、ハーツがお客様にプログラム/OTTO またはプログラム/旅行代理店組合せのメリットを提供することを
拒否する責任を問われることはございません。 

5．プログラム/OTTO 組合せ 

補則の前面の「第 3 条」を完了するには、お客様がハーツに OTTO アカウントから引き落とす事を指示しており、
補則により提示された条件または組み込まれた条件の下にお客様が行うすべてのレンタルに関連するレンタル
料金の金額と共にお客様がアカウント番号を知らせます。 

お客様が「第 3 条」は事実上お客様を雇用する会社の OTTO アカウント番号であると指摘した OTTO アカウン
ト番号を証明するものとします。 

  

6．プログラム/旅行代理店組合せ 



補則の前面の「第 3 条」を完了するには、お客様がハーツに旅行代理店アカウントから引き落とす事を指示し
ており、補則により提示された条件または組み込まれた条件の下にお客様が行うすべてのレンタルに関連するレ
ンタル料金の金額と共にお客様がアカウント番号を知らせます。 

お客様が「第 3 条」は事実上旅行代理店アカウントであると指摘した旅行代理店アカウント番号を証明する
ものとします。 

  

7．お客様は補則「第 3 条」に明示した OTTO アカウントまたは旅行代理店アカウントの変更を加える必要が
あるお客様の状況の変更をハーツに通知することを引き受けます。 

8．お客様は補則「第 3 条」に明示した OTTO アカウントまたは旅行代理店アカウントの使用許可の撤回を
加える必要があるお客様の状況の変更をハーツに通知することを引き受けます。 

9．プログラム/OTTO組合せ、またはプログラム/旅行代理店組合せのメリットを受けるために、お客様 (またはお
客様の予約をする会社、または旅行代理店) は、ご予約時にハーツに補則「第 3 条」に見られる、この予約に
関連したレンタル料金の金額が引き落とされる必要がある OTTO アカウント番号、または旅行代理店アカウント
番号、ならびに OTTO クーポン、または旅行代理店のクーポン (該当する場合) のシリアル番号を送信します。 

  

10．ご予約の際に、お客様 (またはお客様の予約をする会社や旅行代理店) が前の条項に記載されてい
る OTTO アカウント番号または旅行代理店アカウント番号、または必要とされる、OTTO クーポン、レンタカーチ
ケットのシリアル番号をハーツに通知されない場合、プログラム/OTTO 組合せ、またはプログラム/旅行代理店組
合せを使用することができないものとします。その場合は、レンタル料金の総額は、クレジットカード、またはご登
録の指定した支払カードのいずれかに対して料金が支払われるものとします。 

  

11．プログラム/OTTO 組合せ、またはプログラム/旅行代理店組合せのメリットを受けるために、行われたご予
約がご登録に記載された条件と同一である必要がある場合のレンタル条件が明示されました。 

12．さらに、プログラム/旅行代理店組合せのメリットを受けるには、次の条件が満たされている必要があります。 

１．旅行代理店により行われた予約がある必要があります。 

２．旅行代理店が「全額クーポン」を発行する必要があります。 

13．会社または、「全額クーポン」を発行した旅行代理店により発行された OTTO クーポンはご予約時にハー
ツに送信されますが、ハーツはお客様、会社または旅行代理店が委託する可能性のある場合のご予約時、
OTTO クーポンまたは「全額クーポン」送信時のエラーについての責任を問われることはありません。 



14．会社および/または旅行代理店が、これ以上お客様のレンタル保証をしない場合、プログラム/OTTO 組
合せ、またはプログラム/旅行代理店組合せを使用してレンタルをしないよう約束します。 

15．OTTO クーポンまたは、OTTO アカウント番号、または旅行代理店アカウント番号、または旅行代理店によ
り発行されたクーポンを不正使用するプログラムメンバーは、プログラムメンバーのリストから自動的に削除される
ものとします。 

16．プログラムサービスは、当日およびご予約中にご指定された契約の実行場所から有効なレンタルを開始す
る国で、これらのレンタル条件に従って提供されています。契約者はこれらのレンタル約款で示されているように、
ハーツにより定義されたすべての資格基準に準拠する必要があります。プログラムサービスは、時間とレンタルす
る場所に応じて、レートに準じて請求されます。 

17．最大のレンタル期間は 30 日間です。30 日以上の各レンタル期間について、新しい契約を確立させる必
要があります。 

18．ハーツはアルコール、薬物、または安全にドライブする人物の能力に同様の影響があるその他の吸収成
分の影響下にある人物には車両をレンタルしない権利を有します。 

19．ハーツは、会社および/または旅行代理店のハーツの代理店または従業員としてではなく独立した仲介業
者としての単独での仲裁行為に起因する財産のいかなる損害または損失についても責任を負いません。 

20．予約は利用状況に応じて契約者の好みが考慮されますが、車両モデルまたは特定のブランドによってで
はなく、車両グループによってのみ行うことができます。 

21 ．会社および/または旅行代理店は、予約をするためにご予約時に提供されたプログラムサービスを正しく
表示し、その契約者および/またはドライバーの資格基準に関する義務と財務状況を通知し、ドライバーからの
あらゆる詳細と特別な要件を転送するため、プログラムのコンテキストに応じて会社および/または旅行代理店
の機能を超える会社および/または旅行代理店による何らかの行為に起因するすべての損害、損失または遅
延に責任を負います。 

  

  

  

G. 2016年 10月 24日より前の約款 

  

2016年 10月 24日より前の約款はこちらをクリックしてください(英語) 

  

https://images.hertz.com/pdfs/09_2016_TermsandConditions_Gold_enUS.pdf


  

  

  

  

  

  

ハーツ Gold プラス・リワーズレンタル約款 
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