
介護福祉機器・関連医療機器 

介助入浴装置、医療介護用ベッド、ナー

スコール、介助アシストスーツ、リハビ

リテーション関連機器など 

商業用機器 

各種厨房機器（冷凍冷蔵庫、熱調理器、

作業台、食器棚など）、業務用洗濯機・

乾燥機など 

  

北海道社会福祉協議会の会員の皆様へ 

リース活用のご案内 
 リースを利用されている方、リースを利用していない方も 

是非一度お話をお聞かせください！！ 

輸送用機器 

乗用車、送迎用バス、特殊車両（介護福

祉車など）、除雪車など 

情報関連機器 

パソコン、サーバー、周辺機器、通信機

器（電話機など）、シュレッダー、 

複合機など 

リースは幅広い業種・様々な物件で活用されています。リースの主なメリットは①事務管理の省力化 ②陳腐化

への弾力的な対応 ③資金の効率的運用 ④調達の多様化 ⑤費用（原価）の平準化などが挙げられ、民間企業の

90％以上の会社で利用されています。 

北海道リースは昭和 39年に北海道初のリース会社として設立以来、道内中小企業様の設備投資のお手伝を 

してきました。下記物件の導入をご検討の際には是非ご相談ください！   

リース期間：３年～6年 

リース期間：２年～5年 

リース期間：３年～5年 

リース期間：３年～６年 

リースのことなら私たちにお任せ下さい！！ 
■本社・営業部 
〒060-0061 札幌市中央区南 1条西 10 丁目 3 番地 南一条道銀ビル 5 階 
TEL 011-281-2255 FAX 011-261-1816 

 ■釧路支店 

〒085-0015 釧路市北大通 10丁目 2 番地 1 新釧路道銀ビル 2 階 

TEL 0154-22-8918 FAX 0154-22-8928 

 ■北見支店 

〒090-0042 北見市北 2 条西 3 丁目 10番地 北二条ビル 2 階 

TEL 0157-32-8502 FAX 0157-24-5181 

 ■帯広支店 

〒080-0013 帯広市西 3 条南 9 丁目 2 番地 セントラル十勝ビル 6階 

TEL 0155-22-3105 FAX 0155-24-1741 

 ■旭川支店 

〒070-0032 旭川市 2 条通 9 丁目 228 番地 旭川道銀ビル 6階 

TEL 0166-23-9721 FAX 0166-25-6883 

 

■苫小牧支店 

〒053-0027 苫小牧市王子町 3 丁目 2 番 23 号ステーションプラザ苫小牧 6 階 

TEL 0144-33-6551 FAX 0144-33-6552 

 

■空知支店 

〒068-0024 岩見沢市 4 条西 1 丁目 2 番 5号 MY 岩見沢ビル 3 階 

TEL 0126-31-0600 FAX 0126-22-7078 

 

■函館支店 

〒040-0011 函館市本町 7番 18 号 函館道銀ビル 6 階 

TEL 0138-56-1700 FAX 0138-56-8880 

 

■小樽支店 

〒047-0027 小樽市堺町 5番 1 号 道通ビル 5 階 

TEL 0134-31-2020 FAX 0134-24-1771 

 

社会福祉法人 
会員様限定 

ご優待プラン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※リース等で設備導入を検討している物件内容（車種等）について記載して下さい。

※会員様のご要望（希望オプショ ン等）・ご質問（リース契約等）などご記載下さい。

※リースのお申込みについては、リース会社による審査がございます。

〔北海道リース使用欄／結果連絡〕

契約番号

担当店
連絡日
検印 検印 担当者

（営推 2020.11）

（

（※任意）

☆リース申込書は最寄りの北海道リース各拠点までFAXして下さい。弊社担当が連絡の上、お打合せに伺います。

物件内容

） -

リース申込書

申
　
込
　
者
　
記
　
入
　
欄

（ ） -） -

携帯
電話ご担当者様 📱

住所

法人名・団体名

代表者名

会員　・　非会員　　

TEL ☎連絡先 （ 📠FAX／

※住所・法人名・代表者名は横判押印可

（※任意）

V-PLAN利用

※V-PLAN利用を希望される場合、自動車は北海道リースが手配しますので見積書の添付は不要です。

【VP利用】 希望する ・ 希望しない
物件見積書

【見積書】 有 ・ 無

〔備考〕

営業推進部
受付日
検印 検印 担当者

〔FAX番号〕

（必須）

（必須）

（必須）

（必須）

（必須）

（必須）

（必須）
※会員様が独自に見積書を取入

している場合は添付して下さい。

■本社・営業部 011-261-2970

■釧路支店 0154-22-8928

■北見支店 0157-24-5181

■帯広支店 0155-24-1741

■旭川支店 0166-25-6883

■苫小牧支店 0144-33-6552

■函館支店 0138-56-8880

■空知支店 0126-22-7078

■小樽支店 0134-24-1771

（必須）

北海道リースの主なご提案商品 

5年メンテナンスリース 

月々 29,500 円 

5年ファイナンスリース 

月々 26,100 円 

※消費税非課税 

※自動車税減免前提 

5年メンテナンスリース 

月々 56,100 円（税込） 
 

5年ファイナンスリース 

月々 52,800 円（税込） 

 
5年メンテナンスリース 

月々 24,750 円（税込） 
 

5年ファイナンスリース 

月々 19,800 円（税込） 

北海道リースが提供するビジネスカーリース。

国産主要メーカー各車種取扱い可能、下記車両は一例です。ぜひお問合せ下さい！

※掲載のファイナンスリース料

については、車両本体、登録諸

費用（環境性能割・重量税・登

録費用・リサイクル料金等）、自

動車税（リース期間中）、自賠責

保険（リース期間中）、フロアマ

ット、デジタコ（前後カメラ）、

オーディオ、スノーブレード、

ホイール付スタッドレスタイヤ

を含んで計算しております。メ

ンテナンスリース料については

ファイナンスリースに加えて、

継続車検、法定点検、スケジュ

ール点検、代車、オイル交換、

一般整備、夏冬タイヤ交換、バ

ッテリー交換、各種消耗品の補

充。交換を含みます。掲載のリ

ー ス 料 は 月 間 走 行 距 離

1,000km で計算しておりま

す。写真はイメージです。実際

の車種・グレード・ボディカラ

ーと異なる場合がございます。 

ダイハツ  ミライース 
L“SAⅢ”4WD 

660cc CVT 
 

ホンダ ステップワゴン 
ＡＩＲ 8人乗り 4WD 

1500cc CVT 
 

ホンダ  N BOX 
G・スロープ 4WD 

660cc CVT 
 

ドラレコ 
標準搭載！ 



北海道リースが提供するビジネスカー

長納期の今こそ、信頼ある北海道リースのV-PLAN

おかげさまで累計7,000台突破！

フィット e:HEV BASIC

WLTCモード燃費 25.6km/ℓ
5年リース/メンテナンス 5年リース/ファイナンス

1,500cc 4WD CVT

コンパクトカー

ホンダ

月々 39,900円
（税込金額 43,890円） （税込金額 38,060円）

月々34,600円

ドライブレコーダー標準搭載

国内主要メーカー取扱い。掲載車種はほんの一例です。
納期も含めてご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。

御社の車の処分
代行も実施中

このような
状況ですが、旅行気分を
味わって頂けますと幸い

です・・・

ハイブリッド



WLTCモード燃費 23.2km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 22,500円
（税込金額 24,750円） （税込金額 19,800円）

5年リース/ファイナンス

月々 18,000円

ダイハツ
ミライース L 
660cc 4WD CVT 軽乗用

WLTCモード燃費 20.0km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 25,500円
（税込金額 28,050円） （税込金額 23,760円）

5年リース/ファイナンス

月々 21,600円

ダイハツ
タント L 
660cc 4WD CVT 軽乗用

WLTCモード燃費 20.2km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 28,000円
（税込金額 30,800円） （税込金額 26,180円）

5年リース/ファイナンス

月々 23,800円

スズキ
スペーシア HYBRID G
660cc 4WD CVT

ハイブリッド

軽乗用

WLTCモード燃費 20.0km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 24,100円
（税込金額 26,510円） （税込金額 21,890円）

5年リース/ファイナンス

月々 19,900円

ダイハツ
ムーヴ L 
660cc 4WD CVT 軽乗用

WLTCモード燃費 17.4 km/ℓ
4年リース/メンテナンス

月々 29,000円
（税込金額 31,900円） （税込金額 28,050円）

4年リース/ファイナンス

月々 25,500円

ホンダ
Ｎ-ＶAN G
660cc 4WD CVT 軽貨物

WLTCモード燃費 14.6 km/ℓ
4年リース/メンテナンス

月々 27,300円
（税込金額 30,030円） （税込金額 26,400円）

4年リース/ファイナンス

月々 24,000円

スズキ
エブリイ PC　
660cc 4WD 4AT 軽貨物

万が一への備えに

（写真はイメージです。
 実物とは異なる場合もあります。）

・駐車中の当て逃げ
・後方車のあおり運転
・LED信号機の点灯状態

ドライブレコーダードライブレコーダー 標準搭載！

・夜間映像も鮮明に記録
・その他安全運転支援機能も
　搭載

日本製 GPS搭載前後
フルハイビジョン
カメラ採用

WLTCモード燃費 13.3 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 50,700円
（税込金額 55,770円） （税込金額 51,590円）

5年リース/ファイナンス

月々 46,900円

ホンダ
ステップワゴン AIR　
1,500cc 4WD CVT 7人乗り ミニバン



御社の車の処分代行も実施中（オークション出品・廃車処分）
お車の適正処分により、リユースやリサイクルに貢献しています。

国内主要メーカー取扱い。掲載車種はほんの一例です。
納期も含めてご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。

WLTCモード燃費 22.0 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 42,500円
（税込金額 46,750円） （税込金額 42,570円）

5年リース/ファイナンス

月々 38,700円

ホンダ
ヴェゼル e:HEV 
1,500cc 4WD CVT SUV

WLTCモード燃費 19.2 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 31,700円
（税込金額 34,870円） （税込金額 29,590円）

5年リース/ファイナンス

月々 26,900円

トヨタ
ヤリス X　
1,500cc 4WD CVT コンパクトカー

WLTCモード燃費 15.6 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 36,200円
（税込金額 39,820円） （税込金額 33,660円）

5年リース/ファイナンス

月々 30,600円

トヨタ
カローラアクシオ EX　
1,500cc 4WD CVT

WLTCモード燃費 15.6 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 37,300円
（税込金額 41,030円） （税込金額 35,090円）

5年リース/ファイナンス

月々 31,900円

トヨタ
カローラフィールダー EX　
1,500cc 4WD CVT ワゴン

WLTCモード燃費 14.6 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 34,300円
（税込金額 37,730円） （税込金額 29,920円）

5年リース/ファイナンス

月々 27,200円

トヨタ
プロボックス G　
1,500cc 4WD CVT 小型貨物

WLTCモード燃費 11.7 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 53,300円
（税込金額 58,630円） （税込金額 47,080円）

5年リース/ファイナンス

月々 42,800円

トヨタ ハイエースバン
DX 4ドア 3/6人　

2,800cc 4WD 6AT ディーゼル 小型貨物

WLTCモード燃費 19.8 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 43,900円
（税込金額 48,290円） （税込金額 43,670円）

5年リース/ファイナンス

月々 39,700円

ホンダ
フリード  HYBRID G　
1,500cc 4WD CVT 6人乗り ミニバン

WLTCモード燃費 25.3 km/ℓ
5年リース/メンテナンス

月々 46,500円
（税込金額 51,150円） （税込金額 44,990円）

5年リース/ファイナンス

月々 40,900円

トヨタ
シエンタ X　
1,500cc E-Four CVT 5人乗り ミニバン

※掲載のファイナンスリース料については、車両本体、登録
諸費用（環境性能割・重量税・登録費用・リサイクル料金等）、
自動車税（リース期間中）、自賠責保険（リース期間中）、
フロアマット、スノーブレード、ホイール付スタッドレスタイヤ、
ドライブレコーダーを加えて計算しております。またメンテ
ナンスリース料については、ファイナンスリース料に含ま
れるものに加え、裏面の「メンテナンスサービス」の項目を
含んで計算しております。
※掲載のリース料は、法人のお客様向けの料金です。法人
名義以外のお客様については、個別にご相談ください。
※本商品提携先の納品ディーラーが、お客様と既存の
お取引がある場合、掲載のリース料を適用できない場合
があります。
※写真はイメージです。実際の車種・グレード・ボディー
カラーと異なる場合がございます。ご了承ください。
■掲載のリース料は普通車が月間走行距離1,500km、
軽自動車は月間走行距離1,000kmで計算しております。
お客様のご使用実態に合わせてお見積もりいたしますので、
ご相談ください。
※燃費消費率は定められた試験条件での値です。お客様
の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン
使用等）に応じて燃費消費率は異なります。
※WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを
平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。

セダン

ハイブリッドハイブリッド

ハイブリッド



［釧路支店］

［北見支店］

［帯広支店］

［旭川支店］

［苫小牧支店］

［函館支店］

［空知支店］

［小樽支店］

〒085-0015

〒090-0042

〒080-0013

〒070-0032

〒053-0027

〒040-0011

〒068-0024

〒047-0027

TEL（0154）22-8918

TEL（0157）32-8502

TEL（0155）22-3105

TEL（0166）23-9721

TEL（0144）33-6551

TEL（0138）56-1700

TEL（0126）31-0600

TEL（0134）31-2020

釧路市北大通10丁目2番地1 新釧路道銀ビル2階

北見市北2条西3丁目10番地 北二条ビル2階

帯広市西3条南9丁目2番地 セントラル十勝ビル6階

旭川市2条通9丁目228番地 旭川道銀ビル6階

苫小牧市王子町3丁目2番23号 ステーションプラザ苫小牧6階

函館市本町7番18号 函館道銀ビル6階

岩見沢市4条西1丁目2番5号 MY岩見沢ビル3階

小樽市堺町5番1号 道通ビル5階

［本社］
〒060-0061　
札幌市中央区南1条西 10丁目 3番地
南一条道銀ビル5階

事務 ・管理費

［ご自身で車を購入の場合］

コストダウン

費用支出がバラバラ… リースにすると
費用が一定に！

［リースの場合］

メンテナンス費

税金 ・保険料

車両代金

事務 ・管理費
メンテナンス費

税金 ・保険料

車両代金

事務 ・
管理費

車
両
代
金

メンテナンス費

税金 ・保険料

1年目2年目3年目4年目5年目 1年目2年目3年目4年目5年目

リース料

安全面・コンプライアンスの強化

車検・法定点検の実施はもちろんのこと、
車両毎に予定走行距離に応じたスケ
ジュール点検を設定。確実な期日管理の
もと、常に万全のコンディションで車両
を利用することができます。

リース契約に任意保険を含める事もできます。

つ
の
メ
リ
ッ
ト

3
お客様がお持ちの等級のままでリース期間
中の任意保険料を固定することができ、
期間中に事故があった場合でも事故有の
割増率は適用されず、リース料の変更も
ございません（リース満了後、次回契約は
事故有の割増率の適用となります）。

等級固定メリット1
リース期間に合わせた長期一括契約のため、
毎年の期日管理や更新手続きなどの手間
がかかりません。

※長期自動車保険を更新される際は、同一保険年度内
に複数の保険事故があった場合等、更新後のご契約
に適用される等級が1年間を保険期間とするご契約を
更新された場合と異なることがあります。

長期契約メリット2
リース契約に任意保険を入れることに
よって、リース期間中、任意保険料の
値上げの影響を受けずに済みます。

※リース期間の中途において任意保険料改定が実施
　された場合であってもリース料の精算は行いません。

値上げヘッジメリット3

引き続き当該リース車両をご使用される場合、契約延長（再リース契約）をご選択いただけます。
当該リース車両がご不要の場合、ご返却いただいてリース契約は終了となります。リース満了時のお取り扱い

※点検・交換基準の詳細はお問い合わせください。

●車両本体
●登録諸費用

●自動車税（リース期間中）  ●自賠責保険（リース期間中）
●フロアマット             　　　　　●スノーブレード
●ホイール付スタッドレスタイヤ     ●ドライブレコーダー　 

（環境性能割・重量税・検査登録費用・リサイクル料金等）

ファイナンスリース

●継続車検（重量税込み）　　●法定点検
●スケジュール点検　　　　　●代車
●エンジンオイル交換     　　 ●一般整備
●夏冬タイヤ交換             　  ●バッテリー交換
●各種消耗品の交換・補充   　 
（ブレーキオイル・バッテリー液等の油脂類・電球等）

メンテナンスサービス

ビジネスの効率化・コストダウンを     　　　　が叶えます。

車両管理業務がシンプルに

メンテナンスリースを導入すると、導入
前の多岐に渡る車両管理業務が大幅に
削減されます。

コストダウン効果

車両の購入から業務管理費用、メンテナ
ンス費用までのスケールメリットを活か
したコストダウンが可能です。

コスト管理が容易に

購入すると車両代、事務・管理費、
税・保険料、整備費など費用支出が毎年
バラバラ。メンテナンスリースだと費用
が一定になります。


