
機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

1. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

2. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ/ハイブリ 

ッド）、右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】ホンダ・フィット（左記車種同等品） 

3. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

4. 台 数  １台 

5. リース期間  36 カ月 

6. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 高崎支局 

  〒370-0828 群馬県高崎市宮元町 227 高崎ステージビル 6階 

TEL：027(381)6947 FAX：027(381)6948 

7. 希望納期  2022 年 2 月 6日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

8. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

9. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 



機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

10. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

11. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ）、 

右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】トヨタカローラフィールダー（左記車種同等品） 

12. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

13. 台 数  １台 

14. リース期間  36 カ月 

15. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 松山支局 

  〒790-0003 愛媛県松山市三番町 4-4-6 松山センタービル 2号館 3 階 

TEL：089(993)5340 FAX：089(993)5341 

16. 希望納期  2022 年 2 月 6日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

17. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（前後方自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

18. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 



機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

19. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

20. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ/ハイブリ 

ッド）、右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】トヨタカローラフィールダー（左記車種同等品） 

21. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

22. 台 数  １台 

23. リース期間  36 カ月 

24. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 高崎支局 

  〒370-0828 群馬県高崎市宮元町 227 高崎ステージビル 6階 

TEL：027(381)6947 FAX：027(381)6948 

25. 希望納期  2022 年 2 月 12 日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

26. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

27. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 



機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

28. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

29. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ/ハイブリ 

ッド）、右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】トヨタカローラフィールダー（左記車種同等品） 

30. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

31. 台 数  １台 

32. リース期間  36 カ月 

33. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 高崎支局 

  〒370-0828 群馬県高崎市宮元町 227 高崎ステージビル 6階 

TEL：027(381)6947 FAX：027(381)6948 

34. 希望納期  2022 年 2 月 12 日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

35. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

36. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 



機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

37. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

38. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ）、 

右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】マツダ２（左記車種同等品） 

39. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

40. 台 数  １台 

41. リース期間  36 カ月 

42. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 松山支局 

  〒790-0003 愛媛県松山市三番町 4-4-6 松山センタービル 2号館 3 階 

TEL：089(993)5340 FAX：089(993)5341 

43. 希望納期  2022 年 2 月 13 日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

44. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

45. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 



機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

46. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

47. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ）、 

右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】ホンダ・フィット（左記車種同等品） 

48. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

49. 台 数  １台 

50. リース期間  36 カ月 

51. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 熊本支局 

  〒860-0041 熊本県熊本市中央区細工町 4-12-12 ＳＲビル 4階 

TEL：096(223)5333 FAX：096(223)5335 

52. 希望納期  2022 年 2 月 20 日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

53. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

54. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 



機構車リースにかかる仕様書 

2021 年 12 月 

 

55. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

56. 規 格  ２ＷＤ ＦＦ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ）、 

右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】トヨタカローラフィールダー（左記車種同等品） 

57. 塗 装 色  標準色（シルバー系等） 

58. 台 数  １台 

59. リース期間  36 カ月 

60. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 熊本支局 

  〒860-0041 熊本県熊本市中央区細工町 4-12-12 ＳＲビル 4階 

TEL：096(223)5333 FAX：096(223)5335 

61. 希望納期  2022 年 2 月 7日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

62. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

63. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 
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64. 品 名  普通乗用自動車(小型四輪、ステーションワゴンタイプ) 

65. 規 格  ４ＷＤ、５ドア、ＡＴ又はＣＶＴ、ガソリンエンジン（1.5ℓ/ハイブリッド）、 

右ハンドル、新車に限る 

【参考車種】ホンダ・フィット（左記車種同等品） 

66. 塗 装 色  標準色（シルバー系等）※内装色：ブラック 

67. 台 数  １台 

68. リース期間  36 カ月 

69. 納 入 場 所  公益財団法人国際人材育成機構 東北支局 

  〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-8-11 ナガイビル 6 階 

TEL：022(292)3430 FAX：022(292)3431 

70. 希望納期  2022 年 3 月 12 日以降最短での納車 

（具体的な納車日は担当者と協議すること。） 

71. 付 帯 設 備 

停止表示板、発煙筒 ラゲッジマット 

ジャッキ及び標準工具 サイドバイザー（左右前後部窓） 

予備タイヤ（パンク応急キット可） 集中ドアロック 

ノーマルタイヤ、ホイールセット バックビューモニター 

スタッドレスタイヤ、ホイールセット ＥＴＣ 

ＡＭ／ＦＭ ラジオ 衝突防止装置（自動ブレーキ） 

エアコン ドライブレコーダー（前後） 

運転席及び助手席エアバック 電動格納式ドアミラー 

（角度調整も可能なもの） シートベルト（全席） 

ＡＢＳ装置 ナビゲーションシステム 

（TV 受信機能は除く） パワーステアリング 

リアガラス熱線 パワーウィンドウ 

（運転席、助手席、後部座席） フロアマット 

72. 法定費用等（リース費用に含まれるもの） 

登録納車費用 タイヤ（夏冬 含むホイール 以上） 

環境性能割（旧 取得税） バッテリー 

自動車重量税 オイル交換 

自動車賠償責任保険 タイヤ保管特約 

自動車税 代車（48 時間を超える修理 事故を除く） 

道路関連サービス 任意保険 

対人    無制限 

対物    無制限 

人身傷害  3,000 万円 

車両免責  5 万円 

任意保険 

法定定期点検整備 

３カ月点検 

一般修理 

事故修理（車両保険付保） 月間走行距離 3,300 ㎞ 

※車検整備及び法定点検整備を含むこととし、それらを借入場所の最寄りの系列店又は指定工

場において受けられること。 

※車検、法定点検時以外における路上故障（パンク修理を含む）の修理及びオイル交換、 補償費

用を含むこと。 

※点検に伴う、簡易な補修・補充・部品の交換を含むこと。 

 

 


