
よくあるご質問

KINTOカスタマーセンター 
0120-075-910

サービスについてのお問合せ

受付時間：AM9：00～PM6:00 年中無休（年末年始を除く） 
※混雑時など繋がりにくいことが予想されますので御了承下さい。

株式会社 KINTO

KINTOによってあなたが手にするのは、

クルマではなく、クルマとつき合う歓び。

愛車がいつもそばにある、ワクワクする日常です。

KINTOなら、簡単にカーライフが始められ、

気軽に乗り換えができます。

そのために必要なものをワンサービスで実現。

必要なときにすぐ現れ、

思いのままに移動できる、筋斗雲のように。

あなたとクルマは、もっと自由自在になれる。

Q 車庫証明は必要でしょうか？
自分名義で取るのでしょうか？

A お車の契約手続きで必要となります。お客様名義での取得が
必要となります。ご契約締結後、担当販売店よりお客様に
ご案内させていただきます。

Q 「わ」ナンバーになりますか？

A レンタカーではございませんので、「わ」ナンバーにはなりません。

Q KINTOを利用する際、現在の保険の等級は引き継ぎ
できますか？

A KINTO専用の自動車保険(任意保険)がパッケージに含まれて
おりますので現在の自動車保険の等級は引き継ぎできません。
なお、所定の条件を満たした場合、「中断制度」※をご利用いた
だける場合もございます。詳細につきましては現在ご加入の
保険会社にご照会ください。
※KINTOご利用後に新たに自動車を購入、自ら新たに任意保険に加入
される際に中断前のご契約に適用されていた等級と同等の等級を適用
できる制度。

Q 契約者以外は運転してはいけないですか？

A 契約者様以外の方の運転も可能でございます。ご家族、ご友人が
運転された場合も保険の対象となりますので、ご安心ください。
＊車の譲渡・又貸し等の利用規約に定める禁止行為・保険約款
に定める保険金をお支払いできない事由に該当する場合は
除きます。詳しくはKINTOカスタマーセンター（0120-075-910）
へお問合せください。

Q 車検証の名義は誰になりますか？

A 車検証上の使用者がご契約者様、
所有者が（株）KINTO になります。

Q 現在乗っている車は引き取っていただけますか？

A KINTO提携販売店へお問合せください。

Q 申込みに年齢制限はありますか？

A 20歳以上の方で、運転免許証をお持ちの方となります。

申込み時

Q 支払い方法は？

A 口座振替のみになります。

Q 契約した車両にキズをつけてしまったら
どうなりますか？

A KINTOで加入している車両保険を利用しての修理が可能です。
東京海上日動・KINTO事故受付センター（0120-137-160）へ
ご連絡ください。ただし、一事故あたりの免責額は50,000円
となっております。

Q 引越しをする場合、どうすればよいですか？

A ご転居をされる場合は、担当販売店もしくはKINTOカスタマー
センター（0120-075-910）へご連絡ください。転居先最寄りの
KINTO SELECT提携レクサス販売店のなかから新しい担当
販売店をお客さまにご選択いただきます。提携レクサス販売店
でのお車の受け渡しが困難な場合は、中途解約いただくこと
になります。

Q 乗り換えのタイミングはいつになりますか？

A 6ヶ月ごとになります。

Q 修理・メンテナンスはどこに持っていけばいいですか？

A 担当販売店へご連絡ください。

Q 走行距離以外で車両返却時に負担金が発生することは
ありますか？

A お車は原状回復でご返却いただきます。お車の状態により、
修理・クリーニングが必要な場合、事故修理歴より車両価値の
低下となる場合など、かかる費用をご請求させていただく
場合がございます。

Q 走行距離に制限はありますか？

A 月間走行距離（1,500km）×ご利用月数となります。6ヶ月で
9,000kmとなります。ご利用期間合計で超過した場合に、1km
あたり20円を追加お支払いいただきます。（月毎の走行距離
での超過分合計ではありません）

返却時

利用時

Q 契約期間中の車の使い方の制限はありますか？

A 喫煙・ペットの乗車等の将来、車の価値を低下させる行為、
車両の改造・レースやサーキット走行等の車の性能・機能を
変更する行為はご遠慮いただいております。

ֻׁ կ嫣傈זծ飠尶׃嚂وؙٕך
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※掲載の車種・グレード及びKINTO指定装備以外はお選びいただくことはできません。

※選択可能装備及びKINTO指定装備は予告なく変更になる場合がございます。

※保証会社の審査があるため、ご希望に添えない場合もございます。

※喫煙・ペットの乗車等の将来、車の価値を低下させる行為、車両の改造・レースやサーキット走行
　等の車の性能・機能を変更する行為はご遠慮いただいております。

180,000円（税抜）
【194,400円（税込）】

月額

人とクルマの新しい付き合い方
KINTOによってあなたが手にするのは、クルマではなく、クルマとつき合う歓び。

愛車がいつもそばにある、ワクワクする日常です。

3年間で6台のレクサスを
乗り換えられるプランです。 

憧れの高級車を乗り比べてみたい。
その夢を、K I N TOが叶えます。

高級車のある贅沢な毎日を、お楽しみください。

KINTO SELECT
レクサスのハイブリッド車を

乗り比べる歓び

月々定額料金、3年契約
頭金なしで、税金や任意保険の支払い、故障修理などの手続きも

すべてワンパッケージ化した月々定額料金の3年契約サービス
です。KINTO SELECTにお申込みいただくだけで、あとは好きな
車を思う存分楽しむだけです。

KINTO SELECTは、 3年間で6台の車を楽しむことが出来ます。
1台につき約6ヶ月お乗りいただいたあと、違うレクサスにお乗り
換えいただきます。同一モデルを2回以上乗ることもできます。
お乗り換えの時期が近づくと、販売店からお知らせいたします。

気軽に6台を乗り比べ レクサスオーナー専用サービス「レクサスオーナーズデスク」をご利用いた

だけます。レクサスオーナーズデスクでは、レクサスに関するご質問や

ご相談から緊急時のサポート・手配まで、レクサスケアコミュニケーターが

24時間365日、いつでも、どこでも、丁寧に対応するオーナー専用のコール
センターをご用意しております。

レクサスオーナーだけの特権

契約時に初回の車をお選びいただき、以降納車時に次の車を選んでいただきます。

お乗り換え

KINTO SELECTの特長

ご契約 納車 返却
約6ヶ月

約6ヶ月
選択 納車

選択 納車

返却

・・・

1台目

2台目

3台目

・・
・

定額料金に含まれるもの

車両代 登録費用 自動車税任意保険 故障修理※

※メーカー保証の範囲内での故障修理

車両画像は実際の車両と異なる場合がございます。

UX250h
“F SPORT” 2WD

IS300h
“F SPORT” 2WD

ES300h
“version L” 2WD

NX300h
“F SPORT” 2WDRX450h

“version L” 2WD

RC300h
“F SPORT” 2WD

ボディーカラー
□ホワイトノーヴァ
 ガラスフレーク
□ブラック
□グラファイトブラック
 ガラスフレーク

オーナメントパネル
□縞杢（ブラック）
□縞杢（ダークブラウン）

シートマテリアル
・“F SPORT”専用本革

インテリアカラー
・ブラック

タイヤ&ホイール
・フロント235/40R19+
 リヤ265/35R19タイヤ&
 “F SPORT”専用アルミホイール

その他
・ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）

・三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）& 
 LEDフロントターンシグナルランプ
・クリアランスソナー&バックソナー
・ブラインドスポットモニター& 
 リヤクロストラフィックアラート
・ドライブレコーダー（カメラ一体型タイプ）
・フロアマット タイプF

ボディーカラー
□ソニックチタニウム
□ブラック
□グラファイトブラック
 ガラスフレーク

インテリアカラー
・ブラック

オーナメントパネル
・“F SPORT”専用
 ダークグレーヘアライン

シートマテリアル
・“F SPORT”専用ファブリック/Ltex
タイヤ&ホイール
・フロント225/40R18+
 リヤ255/35R18 タイヤ&
 “F SPORT”専用アルミホイール

その他
・ムーンルーフ（チルト&スライド式）

・フルLEDヘッドランプ
 （ハイビーム・三眼ロービーム）&
 LEDフロントターンシグナルランプ
・ブラインドスポットモニター
・クリアランスソナー&バックソナー
・ドライブレコーダー（カメラ一体型タイプ）
・フロアマット タイプF

ボディーカラー
□ソニッククォーツ
□ソニックチタニウム
□ブラック
□グラファイトブラック
 ガラスフレーク

インテリアカラー
・ブラック
シートマテリアル
・セミアニリン本革

タイヤ&ホイール
・235/55R20タイヤ&アルミホイール
 （切削光輝）

その他
・ムーンルーフ（チルト&スライド式）

・ドライブレコーダー（カメラ一体型タイプ）
・フロアマット タイプA

オーナメントパネル
□本木目/レーザーカット本杢
 （ダークグレー）

□本木目/縞杢
 （マットフィニッシュ/ダークブラウン）

□本木目/ウォールナット（ダークブラウン）
□バンブー
 （マットフィニッシュ/ナチュラルブラウン） ボディーカラー

□ホワイトノーヴァ
 ガラスフレーク
□ブラック
□グラファイトブラック
 ガラスフレーク

インテリアカラー
・“F SPORT”専用フレアレッド

インストルメントパネル
・“F SPORT”専用ハイフィール調シボ

オーナメントパネル
・ヘアライン加飾

シートマテリアル
・“F SPORT”専用Ltex

タイヤ&ホイール
・225/50RF18ランフラットタイヤ& 
 “F SPORT”専用アルミホイール
 （ダークプレミアムメタリック塗装）

その他
・ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）

・三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）& 
 LEDフロントターンシグナルランプ+
 アダプティブハイビームシステム［AHS］+ 
 ヘッドランプクリーナー
・ドライブレコーダー（カメラ一体型タイプ）
・フロアマット タイプF

ボディーカラー
□ホワイトノーヴァ
 ガラスフレーク
□ブラック
□グラファイトブラック
 ガラスフレーク

タイヤ&ホイール
□ 235/55R18タイヤ&“F SPORT”
 専用アルミホイール
 （ダークプレミアムメタリック塗装）

□ 225/60R18タイヤ&“F SPORT”
 専用アルミホイール
 （ブラック塗装+切削光輝）

インテリアカラー
・“F SPORT”専用ブラック

オーナメントパネル
・“F SPORT”専用メタルフィルム

シートマテリアル
・“F SPORT”専用本革
その他
・ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）

・三眼フルLEDヘッドランプ（ロービーム）+アダプディブ
 ハイビーム システム［AHS］+ヘッドランプクリーナー
・パノラミックビューモニター
・ブラインドスポットモニター
・パーキングサポートブレーキ
・ドライブレコーダー（カメラ一体型タイプ）
・フロアマット タイプF

ボディーカラー
□ソニッククォーツ
□プラチナムシルバーメタリック
□ブラック
□グラファイトブラックガラスフレーク

オーナメントパネル
□縞杢（ブラック）
□縞杢（ブラウン）
□バンブー
 （マットフィニッシュ/ナチュラルブラウン）

インテリアカラー
・ブラック

シートマテリアル
・セミアニリン本革

タイヤ&ホイール
・235/45R18 タイヤ&
 ノイズリダクション
 アルミホイール
 （ハイパークロムメタリック塗装）

その他
・デジタルアウターミラー
・ドライブレコーダー
 （カメラ一体型タイプ）

・フロアマット タイプA

KINTO指定装備

KINTO指定装備選択可能装備

KINTO指定装備

KINTO指定装備

KINTO指定装備

KINTO指定装備

選択可能装備

選択可能装備

選択可能装備

選択可能装備

選択可能装備


