
Hiring a car (レンタカー）

紋別には以下のレンタカー業者があります。 Mombetsu has rent-a-car shops as follows.

Tel. English by phone URL Address(住所） One way (Drop-off)(乗捨て） Transportation Service(送迎） Hours　(営業時間) Off (定休日) Budget（料金）

①
Nippon Rent-a-car
ニッポンレンタカー 0158-23-0919 None(不可）

www.nipponrentacar.co.jp/
(English Accessible)
英語対応可能

Mombetsu Airport
紋別空港

OK
(Conditions as follows)

*条件は以下

OK
(Conditions as follows)

*条件は以下
9:00-17:00

None
定休日なし

standard
標準

②
Toyota Rent a lease
(rentariisu)
トヨタレンタリース

0158-26-2650
0800-7000-111

Foreign trvellers only
(外国人予約専用）

rent.toyota.co.jp/
(English Accessible)
英語対応可能

Mombetsu Airport
紋別空港

OK
(Conditions as follows)

*条件は以下
None(不可） 11:30-13:30

None
定休日なし

standard
標準

③
Ones Rent-a-car
ワンズレンタカー 0120-15-3232 None(不可）

www.ones-rent.com/
(English Inaccessible)
英語対応不可

Masago-cho 5
真砂町5

None(不可） None(不可）
8:30-18:00

(8:30-17:00 on holidays)

*祝日は17時まで
Sun.(日)

moderate
安め

④
Maruko Automobile
丸子自動車 0158-23-3047 None(不可） N/A

Motoshin 3-178-6
Syokotsu-Cho

渚滑町元新3-178-6
None(不可） None(不可） 9:00-17:00

Tue.（火）
&

irregular (不定)

moderate
安め

NOTE(注意事項）

①Dropping off a car of "Nippon Rent-a-car" is limited at the other branch of the company (32 branches in Hokkaido as of Sep.15 2018). Additional pyament is required.

Transportaion service is available between the branch at Mombetsu airport and main hotels or TIC in the center of the city only. Operated from 9:00 to 15:00 for free.

①のニッポンレンタカー乗捨ては同社支店への返却に限られ（2018年9月15日現在、道内支店数32）、追加料金がかかります。送迎は空港の同社支店と市中心の主要ホテルまたは観光案内所間のみ、9時から15時の間で無料対応。

②Dropping off a car of "Toyota" is limited at the other branch of the company (over 60 branches in Hokkaido as of Sep.15 2018). Additional pyament is required.

②のトヨタレンタリース乗捨ては同社支店への返却に限られ（2018年9月15日現在、道内支店数60超）、追加料金がかかります。

③Mombetsu branch of "Ones" does not accept a reservation directly. Plz contact its call center (0120-15-3232; Free call) or URL (mentioned above). English speaking staff or explanation on its homepage are both N/A.

③のワンズレンタカーは支店での予約受付は承っておりません。同社コールセンター(0120-15-3232)かURL(上記）よりお申し込みください。電話、URL、いずれも英語対応不可です。

Because the primary business of Maruko Auto No.④ is selling second-hand vehicles, the cars for rent there tend to be old (of course well maintenanced)  and their rental fee tends to be moderate. 

④の丸子自動車は本業が中古車販売で、それら車両の貸出となる分、料金が安めとなっております。

TIC

City Hall

Civic Hall

Park

Hosp.

③Ones

1.5km

for TIC

Koutou Yougo Gakkou Busstop

高等養護学校バス停
by

City Loop Bus "KURURI" Southbound
(Flat fee; 210JPY, Hourly operated approx.)

市内循環バスくるり 南回りにて

（一律210円。概ね一時間に一本運行）

Pachinko Shop

Ramen Shop

④Maruko Auto

400m

http://www.nipponrentacar.co.jp/(English Accessible)英語対応可能
http://www.nipponrentacar.co.jp/(English Accessible)英語対応可能
http://www.nipponrentacar.co.jp/(English Accessible)英語対応可能
http://www.ones-rent.com/(English Inaccessible)英語対応不可
http://www.ones-rent.com/(English Inaccessible)英語対応不可
http://www.ones-rent.com/(English Inaccessible)英語対応不可

