
ＳＢＩ オートリース販売店取扱いマニュアル

ＳＢＩオートサポート株式会社

https://www.sbiautolease.jp

03-6229-2181

株式会社セディナオートリース

http://www.cedyna-al.jp

営業開発部

03-6628-6705



2

Ⅰ．商品の概要 （対象車両・リース期間）

(1)対象車両
乗用車 軽自動車 正規輸入車 事業用車両（大型バス・トレーラーを除く）
※中古車は、一時抹消済みで新規登録を行う車両のみお取扱い可能です。
【対象外車両】
大型バス・トレーラー・大型ダンプ 並行輸入車 フォークリフト 車両ナンバーの無い車両 二輪車等
不明の場合は、お問い合わせ願います。

(2)リースに含めることが可能な主な費用
・車両代金 ・車両に付帯する部品(オプション)代
・公租公課 ・自賠責保険料
・検査登録事務に関わる手数料 ・任意保険料
・メンテナンス費用

(3)リース期間
・リース期間の最終年月が車検年月の前月に当たる回数にします。この条件を満たす回数を選択します。
【新車】
12回(1年)、24回(2年)、36回(3年)、48回(4年)、60回(5年)、72回(6年)、84回(7年)
【中古車】

年式 回数

登録後５年以内 １２回～８４回迄

登録後７年以内 １２回～６０回迄

登録後９年以内 １２回～３６回迄

登録後１０年以上 対象外
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Ⅰ．商品の概要 （残価）

(4)残価設定額 … 原則以下のとおりとなります（この条件に収まらない場合は必ず個別にご相談ください）。

〇商用車
【新車】 一律１0,000円 【中古車】 一律1,000円

〇商用車以外 … 車両本体価格（税抜き）× 以下の上限残価率 が残価の上限になります。
【新車】

【中古車】

ﾘｰｽ期間 ３６回迄 37~48回 49~60回 61~72回 73~84回

1年落ち 40% 30% 25% 20% 10%

2年落ち 30% 25% 20% 10% 1,000円

3年落ち 25% 20% 10% 1,000円 1,000円

4年落ち 20% 10% 1,000円 1,000円 1,000円

5年落ち 10% 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

6年落ち 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

7年落ち 1,000円 1,000円 1,000円

8年落ち 1,000円 1,000円

9年落ち 1,000円

ﾘｰｽ期間 ３６回迄 37~48回 49~60回 61~72回 73~84回

1年落ち 30% 20% 15% 10% 5%

2年落ち 20% 15% 10% 5% 1,000円

3年落ち 15% 10% 5% 1,000円 1,000円

4年落ち 10% 5% 1,000円 1,000円 1,000円

5年落ち 5% 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

6年落ち 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

7年落ち 1,000円 1,000円 1,000円

8年落ち 1,000円 1,000円

9年落ち 1,000円

月間走行距離1,000km以内の場合 月間走行距離1,000km超の場合

リース期間 ３年以内 ４年 ５年 ６年 ７年

月間走行距離
1,000km以内 ５０% ４０% ３０% ２０% ２０%

1,000km超 ４０% ３０% ２０% １０% １０%
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Ⅰ．商品の概要 （リース料お支払等）

(5)満了時の取扱い
オープン契約※での取扱いとなります。
➡ ユーザに残価精算の責任がある契約です。
満了時にユーザが車両の買取りをご希望される場合は、残価で買取りいただきます。
必ずユーザへのご説明をお願いします。
ユーザが買取りを希望しない場合は、販売店様に車両を残価で買取りいただきます。

(6)車両代金の精算条件
借受証到着後、５・１５・２５日締め 各１５日後払い。
※土日・祝日の場合は翌営業日、但し月末最終日が土日・祝日の場合は前営業日）

(7)リース契約後のリース料金の組換え
リース契約後は、リース料金等の組換えはできません。

(8)登録名義
車検証の所有者はセディナオートリース 使用者は契約者で登録します。
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Ⅰ．商品の概要 （リース料お支払等）

(9)リース料金 引落日
毎月６日（土日・祝日の場合翌営業日）。

(10)初回引落し
登録月の翌々月６日に２ヶ月分を引落します。
➡最終引落月はリース満了月となります。

(11)ボーナス返済
加算額が年2回、リース料総額の50%以内で設定可能です。

(12)中途解約
リース期間中の解約は原則できません。
※事故等で走行不能となった場合や契約者死亡になった場合等は所定の解約金を
お支払いいただいての解約となります。

(13)再リース
再リース時に個別審査が必要となります。

(14)事務手数料
解約時⇒10,000円(税抜)の事務手数料をお客様より申し受けます。
満了時⇒10,000円(税抜)の事務手数料を販売店様より申し受けます。
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全体の流れ（概要）は以下のとおりです。ユーザーとのお取次ぎは販売店様にお願いします。

Ⅰ．商品の概要 （全体の流れ）
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②審査申込
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③契約手続

⑤メンテ委託※

⑥登録・納車

⑦車両代支払

⑧リース料支払

①商談 ④車両注文・仕入

※認定自社工場をお持ちでない販売店様はＪＡＳＴＡにメンテナンスを委託します。

⑨満了時に残価で買取り
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Ⅱ．メンテナンスについて（１）概要

(1)輸入車以外は原則メンテナンスを含んだ契約（メンテナンスリース契約）となります。
※・輸入車はメンテナンスを含まないファイナンスリース契約となります。
・商用車の1ナンバー、4ナンバーは、個別対応。

(2)メンテナンスには、フルメンテナンス、ベーシックの２種類のパッケージがあります。
【新車】 フルメンテナンス、ベーシックのいずれかを選択していただきます。
【中古車】 ベーシックのみの取扱いとなります。

(3)販売店様で認定整備工場をお持ちかどうかで取扱いが異なります。
【認定整備工場をお持ちの販売店様】
・メンテナンスは販売店様で行っていただきます（当社から販売店様にメンテナンスを委託します）。
・当社は販売店様にP9に定める月額メンテナンス料をお支払いします。
【認定整備工場をお持ちでない販売店様】
・メンテナンスは合同会社JASTA傘下のメンテナンス工場に委託します。
・当社はJASTAにP9に定める月額メンテナンス料を支払います（販売店様にはお支払いしません）。

車両・認定整備工場の有無 メンテナンス実施先 リース種別 メンテナンス料

輸入車以外
認定整備工場あり 販売店様

メンテナンスリース リース料に含む
認定整備工場なし ＪＡＳＴＡ傘下のメンテ工場

輸入車 （外部業者） ファイナンスリース リース料に含まない

メンテナンスの概要は以下のとおりです。
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Ⅱ．メンテナンスについて（２）メンテナンス内容

フルメンテナンス、ベーシックのメンテナンス内容は以下のとおりです。

フルメンテナンス【新車のみ】
リース中に車検が到来しない場合

点
検

車検工賃 ×

法定点検（12ヶ月） ○

法定点検（6ヶ月） ○

油
脂
類

エンジンオイル ○

オイルエレメント ○

ギアオイル ×

ブレーキオイル ×

ＡＴＦ ×

ＬＬＣ ×

ベ
ル
ト

パワステ・エアコンベルト ×

ファンベルト ×

タイミングベルト ×

そ
の
他

ブレーキパット ×

ワイパーゴム交換 ○

点火プラグ（プラチナ） ×

ウォシャー液補充 ○

エアークリーナー交換 ×

エアコンフィルター交換 ×

タイヤ交換（4本） ×

バッテリー交換 ×

フルメンテナンス【新車のみ】
リース中に車検が到来する場合

点
検

車検工賃 ○

法定点検（12ヶ月） ○

法定点検（6ヶ月） ○

油
脂
類

エンジンオイル ○

オイルエレメント ○

ギアオイル ○

ブレーキオイル ○

ＡＴＦ ○

ＬＬＣ ○

ベ
ル
ト

パワステ・エアコンベルト ○

ファンベルト ○

タイミングベルト ○

そ
の
他

ブレーキパット ○

ワイパーゴム交換 ○

点火プラグ（プラチナ） ○

ウォシャー液補充 ○

エアークリーナー交換 ○

エアコンフィルター交換 ○

タイヤ交換（4本） ○

バッテリー交換 ○

ベーシック【新車・中古車】
新車：リース中に車検が到来しない場合

中古車:1年以内

点
検

車検工賃 ×

法定点検（12ヶ月） ○

法定点検（6ヶ月） ○

油
脂
類

エンジンオイル ○

オイルエレメント ○

ギアオイル ×

ブレーキオイル ×

ＡＴＦ ×

ＬＬＣ ×

ベ
ル
ト

パワステ・エアコンベルト ×

ファンベルト ×

タイミングベルト ×

そ
の
他

ブレーキパット ×

ワイパーゴム交換 ×

点火プラグ（プラチナ） ×

ウォシャー液補充 ×

エアークリーナー交換 ×

エアコンフィルター交換 ×

タイヤ交換（4本） ×

バッテリー交換 ×

ベーシック【新車・中古車】
新車：リース中に車検が到来する場合

中古車:１年超

点
検

車検工賃 ○

法定点検（12ヶ月） ○

法定点検（6ヶ月） ○

油
脂
類

エンジンオイル ○

オイルエレメント ○

ギアオイル ×

ブレーキオイル ×

ＡＴＦ ×

ＬＬＣ ×

ベ
ル
ト

パワステ・エアコンベルト ×

ファンベルト ×

タイミングベルト ×

そ
の
他

ブレーキパット ×

ワイパーゴム交換 ×

点火プラグ（プラチナ） ×

ウォシャー液補充 ×

エアークリーナー交換 ×

エアコンフィルター交換 ×

タイヤ交換（4本） ×

バッテリー交換 ×
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Ⅱ．メンテナンスについて（3）月額料金

メンテナンス種別 フルメンテナンス ベーシック

車検到来の有無
リース中に車検が
到来しない場合

リース中に車検が
到来する場合

リース中に車検が
到来しない場合

リース中に車検が
到来する場合

月額 記号 月額 記号 月額 記号 月額 記号

軽自動車 １，９００ Ａ ４，２００ Ｂ １，８００ Ｉ ２，４００ Ｊ

普
通
車

ガソリン車 ～1500CC
ディーゼル車 ～1700CC ２，０００ C ４，８００ Ｄ １，８００ Ｋ ２，５００ Ｌ

ガソリン車 1501～2500CC
ディーゼル車 1701～2700CC ２，１００ Ｅ ５，５００ Ｆ １，８００ Ｍ ２，６００ Ｎ

ガソリン車 2501CC～
ディーゼル車 2700CC～ ２，３００ Ｇ ６，３００ Ｈ ２，１００ Ｏ ２，９００ Ｐ

新車

メンテナンス種別 ベーシック(1年以内:車検なし、１年超:車検あり)

リース期間
１年以内 １年超

２年以内
２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超
６年以内

６年超
７年以内

月額 記号 月額 記号 月額 記号 月額 記号 月額 記号 月額 記号 月額 記号

軽自動車 1,300 SA 2,800 SB 2,500 SC 3,000 SD 2,600 SE 2,800 SF 2,700 SG

普
通
車

ガソリン車 ～1500CC
ディーゼル車 ～1700CC 1,400 SH 3,000 SI 2,600 SJ 3,100 SK 2,800 SL 3,000 SM 2,800 SN

ガソリン車 1501～2500CC
ディーゼル車 1701～2700CC 1,400 SO 3,100 SP 2,700 SQ 3,300 SR 2,900 SS 3,100 ST 3,000 SU

ガソリン車 2501CC～
ディーゼル車 2700CC～ 1,800 SV 3,500 SW 3,100 SX 3,700 SY 3,300 SZ 3,500 SAA 3,300 SBB

中古車

（円）

（円）

（記号はP24記載の見積書・計算書作成の際に必要となります）

（記号はP17記載の見積書・計算書作成の際に必要となります）
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CAWLSについて

CAWLS(CAWLSＷebリースシミュレーター))とは

 取扱店で、ＰＣ(Web)を利用してリース料計算ができるシステム

CAWLS（カウルス）とは、Cedyna Auto lease Web Lease Simulation System の略

【取扱店のメリット】

・見積書類のやり取りがなくなりリース料計算時間の短縮ができる。

・365日24時間フル稼働のため、いつでもお客様と商談が可能となる。

・お客様のニーズに合わせていろいろなパターンの計算例をその場で提示できる。

【サービス内容】

・取扱店での契約者から徴求する書類一式の印刷を可能とする『契約書類印刷機能』の追加・審査申込を

ＷＥＢで完結できる『ＷＥＢ申込サービス』

・取扱店がＷＥＢで精算明細や契約明細の照会できる『データ還元サービス』

・取扱店へＷＥＢで注文書類や契約書類を提供する『帳票提供サービス』
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・中古の場合、金額入力モード選択画面が表示 ➡ 「税込」をクリックします

・お申込者が 「法人・個人事業主」、「個人」のいずれか
・車両が「新車」、「中古車」のいずれか

に応じて４つのボタンから選択してクリックします

ＣＡＷＬＳにログインし、新車・中古車の別を選択します。

1

2

・「ログイン」をクリックします

・ＩＤ、ＰＷを入力して「ログイン」クリックします

3
3

【新車の場合】 … 車種を選択する画面に遷移します

【中古の場合】 … 金額入力モード選択画面から「税込」を選択します
3
4

Ⅲ．見積書・計算書の作成（2）ＣＡＷＬＳログイン
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新車の場合、「車名」、「リスト」、「型式」から車種を検索・選択することができます。
車種を特定して選択すると以下の情報が自動表示されるため、入力作業が大幅に軽減されます。
中古車の場合は自動表示されませんので全て直接入力してください。

メーカー・車名・グレード・型式・排気量・駆動方式・ミッション

車両本体価格・環境性能割・自動車税・重量税・自賠責保険・印紙代・リサイクル預託金・資金管理料

1

2

・以下のいずれかの方法で検索条件を指定選択します
①「車名」 … カナ、英文字で直接入力
②「リスト」 … メーカー、車名をプルダウンで選択
③「型式」 … 英数字で直接入力

・「検索」をクリックします（④）

・該当車種がない」場合は「直接入力」を選択してください（⑤）
原則枚月曜日に更新されますが、新車データが遅れる場合があります
1.5トン超のトラック・バス・特殊車両等はありません

①

②

③

④

⑤

・検索条件に合致する候補が表示されるので、該当する車種の
「選択」ボタンをクリックします

3
3

・金額入力モード画面が表示される ➡ 「税込」をクリックします

Ⅲ．見積書・計算書の作成（3）新車の場合は車種選択
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基本情報を入力します。

Ⅲ．見積書・計算書の作成（4）基本情報の入力

・取扱店名 … 自動表示されます

・担当者名【必須】 … 販売店様のご担当者名を入力します

・お客様名 … お申込者のお名前を入力します
「様」、「御中」が選択できます
➡見積書にこのお名前が表示されます

・メーカー・車名・グレード・型式 … 新車車種選択の場合は自動表示

・車体カラー【必須】 … 入力します

・排気量・駆動方式・ミッション … 新車車種選択の場合は自動表示

・年式 … 入力日の年が初期表示されます ➡ プルダウンで選択します

・リース月数 … 最終年月の前月が車検年月に当たる回数にします
以下のうち、この条件を満たす回数を選択します。
【新車】12,24,36,48,60,72..84カ月のいずれか
【中古】登録後5年以内 … 12～84回

登録後7年以内 … 12～60回
登録後9年以内 … 12～36回

・登録予定年月 … 入力日の年月が初期表示されます
➡ プルダウンで選択します

・リース種別 … ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料がﾘｰｽ料に含まれる ➡ ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽを選択
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料がﾘｰｽ料に含まれない ➡ ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽを選択

※自社整備工場の有無、車種で選択可能な種別が
異なります（Ｐ７参照）



14

特別架装・付属品の品名、税込金額を入力します。

Ⅲ．見積書・計算書の作成（5）特別架装・付属品の入力

・プルダウンメニューから品名を選び、「選択」をクリックします
➡ 入力欄に品名が反映されます

金額は「金額」欄に税込金額を直接入力します

・品名欄に品名を直接入力することも可能です

・特別架装・付属品の入力欄は各５項目です
➡ ６項目以上の場合は５項目目を「その他一式」としてまとめて入力します

・「合計」ボタンをクリックすると合計額が表示されます

・入力品名・金額を全て削除する場合は「クリア」ボタンをクリックします
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新車の場合 … リース期間中の自動車税・重量税・自賠責保険・印紙代が自動表示されるので
内容が正しいか確認し、必要に応じて修正します。

中古車の場合 … リース期間中の自動車税・重量税・自賠責保険・印紙代を直接入力します。

Ⅲ．見積書・計算書の作成（6）公租公課・自賠責保険・印紙代の入力

[自動車税]
・新車の場合は自動表示されます

[重量税]
・新車の場合は標準装備の重量に基づく金額が自動表示されます

[自賠責保険]
・新車の場合は全国標準の金額が自動表示されます

・期間はいずれも必ず「全期間」を選択してください

・自動車税は必ず「全期間」を選択してください

・重量税・自賠責保険の欄は登録時のみ表示され、車検時は非表示に
なります

公租公課・自賠責を含まないメンテナンスリースは取扱いできません

地域によって異なる場合があるので必ず確認してください

減税対応をしていますが時期等によって金額が異なる場合があるので
必ず確認してください
メーカーオプション装着によって金額が異なる場合があるので必ず
確認してください

減税対応をしていますが時期等によって金額が異なる場合があるので
必ず確認してください

自動車税を含まないファイナンスリースは取扱いできません

メンテナンスリースの場合

ファイナンスリースの場合
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パッケージに応じて以下のとおり入力します。P9記載のパッケージ記号を必ず入力してください。

フルメンテナンス リース中に車検が到来しない場合

[ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ内容]
月額メンテナンス料

…Ｐ９記載の「月額」を入力します
（100円単位）

・メンテナンス回数
…リース期間と同じ回数を入力します

・メンテナンス内容
…パッケージに応じて記載のとおり

入力します
最下段の空欄に以下のとおり
入力します
左：「パッケージ種類」
右：Ｐ９記載の「記号」

（注）ファイナンスリースの場合
メンテナンス料・メンテナンス内容の
欄は非表示になります

[ﾘｻｲｸﾙ預託金・資金管理料]

・新車の場合は自動表示されます
・中古車の場合は直接入力します

Ⅲ．見積書・計算書の作成（7）メンテナンス・リサイクル料の入力

ベーシック 新車：リース中に車検が到来しない場合
中古：１年以内（＝車検なし）

フルメンテナンス リース中に車検が到来する場合

ベーシック 新車：リース中に車検が到来する場合
中古：１年超（＝車検あり）

＊リース期間中１回スタットレスタイヤも可
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車両本体価格・値引・その他費用・環境性能割を入力し、税金等確認欄にチェックを入れます。

Ⅲ．見積書・計算書の作成（8）車両本体価格・値引・環境性能割等の入力

[車両本体価格]
・新車の場合、東京地区のメーカー希望小売価格が表示されます

[値引]
・値引額を入力します

（プラス、マイナスいずれの金額で入れてもマイナスされます）

[その他費用]

[環境性能割]
・新車の場合は自動表示されます

[税金・自賠責に関するチェック欄]

地域によって価格が異なる場合があるので必ず確認してください

減税対応をしていますが時期等によって金額が異なる場合がある
ので必ず確認してください

環境性能割・自動車税・重量税・自賠責保険料の金額を確認した
うえで正しければ□にチェックを入れてください
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諸費用、任意保険を入力します。

[登録費用（課税）]
・登録時に必要な費用（課税扱い）を税込で入力します

[登録費用（非課税）]
・登録時に必要な費用（非課税扱い）を入力します

[取扱店手数料]
・入力しないでください

[任意保険]
・任意保険をリースに含める場合は保険料総額を入力します
・審査申込時に任意保険の見積書も併せＦＡＸ送信してください

Ⅲ．見積書・計算書の作成（9）諸費用・任意保険の入力
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残価設定額、残価種別、月間走行距離、頭金、ボーナス加算額・月を入力します。
[残価設定額]
・新車・中古車別の上限残価率（Ｐ３掲載）の範囲内で設定してください
・税抜価格、1,000円以上で設定してください
・残価設定額によっては以下の表示が出ますが、残価設定額が上限

残価率の範囲内に収まっていれば問題ありません

（「再設定」や「セディナオート
リースへの相談」は不要です）

[残価種別]
・自家用・事業車両…オープン・エンドを選択してください

残価精算は「有」、見積書に残価が表示される
・輸入車両…クローズド・エンドを選択してください

残価精算「無」、見積書残価欄は「＊＊＊」と表示

[月間走行距離]
・ユーザが申告する月間走行距離を入力します

[別枠リース料（頭金）]
・頭金を入金します

[ボーナス加算額・ボーナス回数]
・税抜金額で入力します
・リース料総額の50％以内（月額リース料の6倍以内）で設定可能です
・ボーナス月には月額とボーナス加算額の合計が引落しとなります
・ボーナス回数に入力可能な数値は以下のとおりです

ﾘｰｽ期間が12の倍数のとき … ﾘｰｽ期間÷6 or ﾘｰｽ期間÷6-1
ﾘｰｽ期間が12の倍数以外のとき … ﾘｰｽ期間÷6（切捨て）

[加算月]
・夏：4～9月、冬：10～3月のいずれかから選択します

Ⅲ．見積書・計算書の作成（10）残価・頭金・ボーナス加算額等の入力

リース引落日は毎月6日です
➡ボーナス支給日以降となるよう余裕をもって設定してください
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2 83回

画面右上（右下）の再計算ボタンをクリックし、リース料プランを算出します。

[再計算ボタン]
・必要項目を全て入力後に画面右上（右下）の「再計算」ボタンを

クリックします

[リース料プラン]
再計算ボタンをクリックするとリース料プラン（頭金・月額・ボーナス
加算額）が表示されます

・金額を変更した場合は、その都度「再計算」ボタンをクリックします

[初回請求]
・初回引落日の引落月数です
・「2カ月分」が初期表示されています

[備考]
・お客様に連絡したい事項を入力すると見積書に記載されます
・入力可能文字数は全角24文字までです

Ⅲ．見積書・計算書の作成（11）リース料プランの算出

「再計算」ボタンをクリックすることで変更後の金額がリース料に反映
されます

登録月の翌々月に2カ月分を引き落とすため、「2カ月分」のまま変更
しないでください
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希望する月額リース料にするために必要な調整額（値引、頭金入金、ボーナス加算額増等）を
シミュレーションする機能があります。

①「リース料を調整する」ボタンにチェックを
入れます

②ユーザが希望する月額リース料（税抜）を
入力します

③調整を行う対象をプルダウンから選択します
（調整対象）
値引、残価設定額、頭金、ボーナス加算額

④「シミュレーション」をクリックします

⑤必要な調整額が表示されます

⑥「再計算」をクリックすることで計算書に反映
されます

⑦シミュレーションを中断する場合は「クリア」を
クリックします

Ⅲ．見積書・計算書の作成（12）リース料の調整シミュレーション

①
② ③

④

⑤

⑥

⑦
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作成した計算書を登録します。この操作をしないと計算書の履歴が残りませんので必ず登録
してください。

①「入力内容を確認」をクリックします

②入力内容を確認し、「この内容で登録する」を
クリックします

[計算書印刷]
・審査申込をする際に必要な書類です
③「計算書印刷」をクリックします

[見積書印刷]
・お客様にお渡しする見積書です
④「見積書印刷」をクリックします

Ⅲ．見積書・計算書の作成（13）計算書・見積書を登録する、印刷する

①

②

③ ④
⑥

計算書はお客様には渡さないでください
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②

③

⑤

㋐

㋑

㋒

㋓

トップページから作成した計算書を呼び出してコピーし、修正・新規作成することができます。
（元の計算書をコピーして新たな計算書を作ることになります。）
まず、コピーしたい元の計算書を検索して画面に表示させます。

①トップページの「検索条件を設定」をクリックします

①‘元の計算書の見積番号を入力して検索することも可能です
…この場合は元の計算書画面に直接遷移します

②検索条件を以下のうちから指定します
㋐見積番号（上記①‘と同じ）
㋑お客様名
㋒メーカー・車名
㋓登録日付 … 元の計算書を登録した日付

③「検索する」をクリックします

④条件に該当する計算書の一覧が表示されます

⑤一覧に表示された中からコピーしたい元の計算書の
「見積番号」をクリックします

➡ 元の計算書の画面に遷移します

Ⅲ．見積書・計算書の作成（13）計算書を呼び出して修正、登録する

④

①

①’



24

表示された元の計算書左上の「コピー登録」をクリックすると入力が可能な画面に切り替わります。
必要な箇所を修正して登録してください。

①計算書左上の「コピー登録」をクリックします

②コピー登録する理由を選択します

③入力が可能な画面に切り替わります
必要な箇所を修正します

④「入力内容を確認」をクリックします

⑤入力内容を確認し、「この内容で登録する」を
クリックします

Ⅲ．見積書・計算書の作成（13）計算書を呼び出して修正、登録する
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審査申込にはFAX申込とWEB申込の２種類があります。

Ⅲ．見積書・計算書を作成する

・ＣＡＷＬＳで見積書・計算書を作成します。

電話で審査結果の連絡が来る

・お申込者に手書きでお申込者情報を記入いただきます。

・契約書・CAWLS計算書・免許証コピーをFAXします。

Ⅳ．審査申込 （全体の流れ）

契約書（＝申込書）を印刷する

お申込者情報を記入いただく

ＦＡＸで審査を申し込む ＷＥＢで審査を申し込む

お申込者情報をＷＥＢで入力する

・ＣＡＷＬＳからで契約書（＝申込書）を印刷します。

ＷＥＢ申込の画面を選択する

・入力方法は、取扱店端末から入力する「直接入力」と、
お申込者端末から入力する「電子メール入力」の２方式があります。

・お申込者のメールアドレスが必要です。

・免許証画像も添付できます。

・画面をクリックするだけで申込完了です。

Ⅳ．【１．ＦＡＸ申込】ＦＡＸで申し込む Ⅳ．【２．ＷＥＢ申込】ＷＥＢで申し込む
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ＣＡＷＬＳから契約書類を印刷します。

Ⅳ．審査申込【１．ＦＡＸ申込】 ①契約書（＝申込書）を印刷する

契約書（本体） P1 お申込時に記入いただく

契約書（お客様控） P2 契約時にお申込者にお渡しする

契約書（取扱店控） P3 取扱店の控

預金口座振替依頼書 P4 契約時に記入いただく

自動車借受証 P5 納車後に納車日・車台番号等を記入し郵送する

説明書・同意条項・契約約款 P6～11 お申込時にお申込者にお渡しする

お取引目的等確認のお願い （P12） 契約時に記入いただく（該当する契約のみ印刷される）

ご契約内容確認書 （P13） 契約時に記入いただく（該当する契約のみ印刷される）

印刷される契約書類一式

契約書類印刷方法 「契約書類印刷（WEB申込なし）」をクリックします

お申込時に必要な書類は、契約書（本体）と説明書・同意条項・契約約款です（書類イメージは次ページ）
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契約書（本体・お客様控・取扱店控）

【一部のみ印刷したい場合】

Adobeの印刷ボタンを押すと、右の

画面が表示されます。

その際に「ページ指定」を選択の上、

該当するページを指定して印刷して

ください。

記入日 　　　年　　　月　　　日 契約番号
※契約日は、「リース料ご請求明細書」にて通知します。

重要事項の確認を必ずお願いします。

1．オートリース契約説明書（帳票番号ＣＡＬ①190401）

2．個人情報の取扱いに関する同意条項（帳票番号ＣＡＬ②190401）

3．オートリース契約約款（帳票番号ＣＡＬ③190401）

帳票番号　ＣＡＬ180113 見積書番号　XXXXXXXXXX 見積書発行日時　YYYYMMDD HH:MM:SS

                                                 ｋｍ

登録番号
新車・中古車

2

4 9
5 10

オートリース契約書（取扱店控）
貸渡人（甲） 株式会社セディナオートリース

名古屋市中区栄二丁目8番12号

お申込者（借受人） 連帯保証人

連帯保証人

＜個人情報の取扱いに関するご注意＞

（1）お客様が申し込みされ、または契約された事実に関する情報は、与信判断および与信後の管理のため、当社および保証会社が加盟する個人信用情報機

関へ登録され、当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。

（2）詳細内容は別紙の個人情報の取扱いに関する同意条項をご確認ください。また同条項記載の第2条および第4条については、同第7条にもとづき対応させ
ていただきますので、別途当社までお申し出ください。

（3）お申込者および連帯保証人予定者は、本契約に係る審査のためもしくは債権管理のため、当社が必要と認めた場合には、お申込者および連帯保証人予

定者の住民票を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、お申込者および連帯保証人予定者は当社が住民票の取得に際し、債権内容を証
する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。

（4）下記取扱店は、お客様が本契約にもとづき記入した情報を本契約の履行に関する利用以外に、新商品・サービスに関する情報提供・案内のために利用す

ることがあります。

印字（氏名漢字）　XXXXXX 印字（氏名漢字）　XXXXXX

印字（氏名漢字）　XXXXXX

7
塗色
型式 　　特別仕様

「リース料ご請求明細書」記載の通り

リース料総額
XXXXXXXXX円 XXXXXXXX円 XXXXXXXXX円 XXXXXXXX円

(1)リース自動車

車名

(2)付属品

リース満了日 「リース料ご請求明細書」記載の通り(2)リース期間 XXX か月 リース開始日

3 8

1 6
グレード

年式 「リース料ご請求明細書」記載の通り

(10)リース料に含まれる費用
"車両本体""特別架装・付属品""自動車取得税“""自動車税 全期間/登録時のみ""自動車重量税 全期間/登録時のみ""印紙

代""自賠責保険 全期間/登録時のみ""登録時諸費用""任意保険""JAF会費""メンテナンス"

(11)任意保険の内容

対人賠償 "万円/無制限" 人身障害 "万円/無制限"

(8)支払方法 口座振替 ※初回請求は、「（7）リース料請求月数、初回請求」欄記載の月数となります。

(9)保管場所
①借受人（乙）

ご住所と同じ

①以外の場合ご記入ください。

(13)月間走行距離

対物賠償 "万円/無制限"　"免責　万円" 車両（初年度） "万円"　　"免責　　万円　　　万円"
搭乗者傷害 "万円" その他特約 ドライバーズカード記載の通り
引受保険会社
法定点検

(12）メンテナンスサービスの内容

"有/無" 点検サイクル "　　　か月毎" バッテリー交換 "有/無　　個以内

"有/無　夏　本　　冬　本" "有/無　　　　　　　走行　　　km毎"
"有/無"

タイヤ交換 オイル交換
車検

(14）特約条項

取扱店または売主
名称 所在地
TEL 担当者

合計額

(4)残存価格

残存価格の清算あり/なし

残価確認印
別枠リース料（頭金）

XXXXXXXXX円 XXXXXXXX円 XXXXXXXXX円 ＸＸＸＸＸＸＸＸ円

月払金額
XXXXXXXX円 XXXXXXX円 XXXXXXXX円

(5)規定損害金

基本額
逓減月額

第　月から第　月まで

　XXXXXXXXX円
XXXXXXXX円

第　月から第　月まで

ボーナス加算額
XXXXXXXX円 XXXXXXX円 XXXXXXXX円

"有/無" 代車の提供 "有/無" 消耗品の交換

集金代行会社（丙） 株式会社セディナ
名古屋市中区丸の内三丁目23番20号

(6)支払日
支払日 毎月6日 初回支払日・初回ボーナス加算月

(7)リース料

請求月数

初回請求 XXXか月分

ボーナス加算月 　月　　　　月 「リース料ご請求明細書」記載の通り
合計請求月数 XXXか月
ボーナス加算回数 XXX回

(3)リース料

リース料 消費税額

1
2
3
4
5
6

7

9
8

10
11

12
13
14
15
16

70 71

73
72

74

65 66

17

18

21

24

27

19

22

25

28

20

23

26

29

5248
50

51
53 54

55
56

60

57

58

59
61 62 63

64

33
34

49

35

36

30

47

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

67

31 32

記入日 　　　年　　　月　　　日 契約番号
※契約日は、「リース料ご請求明細書」にて通知します。

重要事項の確認を必ずお願いします。

1．オートリース契約説明書（帳票番号ＣＡＬ①190401）

2．個人情報の取扱いに関する同意条項（帳票番号ＣＡＬ②190401）

3．オートリース契約約款（帳票番号ＣＡＬ③190401）

帳票番号　ＣＡＬ180113 見積書番号　XXXXXXXXXX 見積書発行日時　YYYYMMDD HH:MM:SS

                                                 ｋｍ

オートリース契約書（お客様控）

グレード
塗色
型式

1 6

(1)リース自動車

車名
2 7

(2)付属品 3 8

5 10

印字（氏名漢字）　XXXXXX 印字（氏名漢字）　XXXXXX

印字（氏名漢字）　XXXXXX

貸渡人（甲） 株式会社セディナオートリース
名古屋市中区栄二丁目8番12号

XXXXXXXX円

　　特別仕様 4 9
新車・中古車
年式 登録番号 「リース料ご請求明細書」記載の通り

XXXXXXX円

XXXXXXXXX円
(4)残存価格

残存価格の清算あり/なし

別枠リース料（頭金）

名称
TEL

(14）特約条項

基本額
逓減月額

第　月から第　月まで

　XXXXXXXXX円
XXXXXXXX円

第　月から第　月まで
リース料総額

XXXXXXXXX円 XXXXXXXX円 XXXXXXXXX円 XXXXXXXX円

月払金額
XXXXXXXX円 XXXXXXX円 XXXXXXXX円

(8)支払方法 口座振替 ※初回請求は、「（7）リース料請求月数、初回請求」欄記載の月数となります。

①以外の場合ご記入ください。

集金代行会社（丙）

法定点検

オイル交換

所在地
担当者

(12）メンテナンスサービスの内容

"有/無" 点検サイクル "　　　か月毎" バッテリー交換
消耗品の交換 "有/無"

タイヤ交換

取扱店または売主

(5)規定損害金

リース満了日 「リース料ご請求明細書」記載の通り

XXXXXXXX円

(13)月間走行距離

(10)リース料に含まれる費用
"車両本体""特別架装・付属品""自動車取得税“""自動車税 全期間/登録時のみ""自動車重量税 全期間/登録時のみ""印紙

代""自賠責保険 全期間/登録時のみ""登録時諸費用""任意保険""JAF会費""メンテナンス"

(11)任意保険の内容

対人賠償 "万円/無制限" 人身障害 "万円/無制限"
"万円"　　"免責　　万円　　　万円"

ドライバーズカード記載の通り
引受保険会社

代車の提供 "有/無""有/無"

(9)保管場所
①借受人（乙）

ご住所と同じ

株式会社セディナ
名古屋市中区丸の内三丁目23番20号

お申込者（借受人） 連帯保証人

連帯保証人

＜個人情報の取扱いに関するご注意＞

（1）お客様が申し込みされ、または契約された事実に関する情報は、与信判断および与信後の管理のため、当社および保証会社が加盟する個人信用情報機
関へ登録され、当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。

（2）詳細内容は別紙の個人情報の取扱いに関する同意条項をご確認ください。また同条項記載の第2条および第4条については、同第7条にもとづき対応させ

ていただきますので、別途当社までお申し出ください。

（3）お申込者および連帯保証人予定者は、本契約に係る審査のためもしくは債権管理のため、当社が必要と認めた場合には、お申込者および連帯保証人予
定者の住民票を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、お申込者および連帯保証人予定者は当社が住民票の取得に際し、債権内容を証

する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。

（4）下記取扱店は、お客様が本契約にもとづき記入した情報を本契約の履行に関する利用以外に、新商品・サービスに関する情報提供・案内のために利用す
ることがあります。

ボーナス加算額

(2)リース期間 XXX か月 リース開始日 「リース料ご請求明細書」記載の通り

XXXXXXXX円 XXXXXXXXX円
残価確認印

ＸＸＸＸＸＸＸＸ円

(3)リース料

リース料 消費税額 合計額

"有/無　　個以内

"有/無　夏　本　　冬　本" "有/無　　　　　　　走行　　　km毎"

(6)支払日
支払日 毎月6日 初回支払日・初回ボーナス加算月

(7)リース料

請求月数

初回請求 XXXか月分

ボーナス加算月 　月　　　　月 「リース料ご請求明細書」記載の通り
合計請求月数 XXXか月
ボーナス加算回数 XXX回

車検

"万円/無制限"　"免責　万円" 車両（初年度）
搭乗者傷害 "万円" その他特約
対物賠償

1
2
3
4
5
6

7

9
8

10
11

12
13
14
15
16

70 71

73
72

74

65 66

17

18

21

24

27

19

22

25

28

20

23

26

29

5248
47

50

51
53 54

55
56

60

57

58

59
61 62 63

64

33
34

49

35

36

30

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

67

30
31 32

P1
P4P2

P3

預金口座振替依頼書 自動車借受証

P5

P6
P7 P8

説明書・同意条項・約款

P9 P10

（氏名） （住所） 〒　　　　　　　-

◆お客様のご職業について、以下のいずれかから選択・ご記入ください。

＜外国PEPｓ申告欄の記入について＞　

１．外国の（ａ）元首、および、外国において、次の各号に掲げる職にある者、並びに、これらの者であった方。

　（１）我が国における（ｂ）内閣総理大臣その他の（ｃ）国務大臣および（ｄ）副大臣に相当する職

　（２）我が国における（ｅ）衆議院議長、（ｆ）衆議院副議長、（ｇ）参議院議長又は（ｈ）参議院副議長に相当する職

　（３）我が国における（ｉ）最高裁判所の裁判官に相当する職

　（４）我が国における（ｊ）特命全権大使、（ｋ）特命全権公使、（ｌ）特派大使、（ｍ）政府代表又は（ｎ）全権委員に相当する職

　（５）我が国における（ｏ）統合幕僚長、（ｐ）統合幕僚副長、（ｑ）陸上幕僚長、（ｒ）陸上幕僚副長、（ｓ）海上幕僚長

　　　（ｔ）海上幕僚副長、（ｕ）航空幕僚長、又は（ｖ）航空幕僚副長に相当する職

　（６）（ｗ）中央銀行の役員

　（７）（ｘ）予算について国会の議決を経、又は（ｙ）承認を受けなければならない法人の役員

２．上記１に掲げる者の家族（①配偶者（内縁の配偶者を含む）、②父、③母、④子および⑤兄弟姉妹並びに、

　配偶者の⑥父⑦母および⑧子をいう。）

◇　対象契約番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

項目 目的 ご職業 外国PEPｓ 書面提出 精査（確認） 受付

補足

業務G-103（16.10）14年保存

CAL使用欄

確認

（　　　　　） （　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

書面提出のお願い
※外国PEPｓ等に該当する方は、当社が指定するする書面の提出が必要です。又、1回の賃貸料が200万円を超えるリース契約の締結にあたっ

ては、源泉徴収票等、資産・収入状況の確認できる書面が必要です。

□派遣先 □専業主婦（夫） □年金 □学生

（3）外国PEPｓ

◆お客様が外国政府等において重要な地位を占める方および その家族等に該当する場合は
チェック□して、具体的内容をご記入ください。

該当する

職業　ａ～ｙ 国名

（2）ご職業
□自営 □会社員 □公務員 □パート・アルバイト

家族等の場合は間柄①～⑧

お客様名

（1）お取引目的

◆こ のたび弊社とお取引いただく目的（利用目的）を右記のいず

れかより選択・ご記入ください。 □業務使用 □個人使用

　（※）１回の賃貸料が10万円を超えるリース契約の締結

【個人のお客様用】 記入日 　　年　　　　　月　　　　　日

お取引目的等確認のお願い

　「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、ファイナンスリース事業者は、特定（※）のお取引を受付した場合に、お取引の目的などの確認が

義務付けられておりますので、以下事項の記入をお願いします。尚、お取引目的などの確認にご協力いただけない場合は、お取引をお断りさせていただくことも
ありますので予めご了承ください。

お取引目的等確認のお願い＊

P12

年　　　月　　　日
株式会社セディナオートリース殿 　　　

　　　

ご契約内容確認書

　　【借受人】

印

　　□上記借受人に同じ
　　□上記借受人以外（下記に記入・捺印をお願いします）

印

印

＜CAL・保険代理店使用欄＞

業務G-037（17.07）14年保存

　後記リース契約に基づき私がリース自動車に付する自動車保険（任意保険）の内容について、「ご契約内容確認
シート」に基づき、これを取り扱う保険代理店から説明を受け、間違いがないことを確認しました。

証券番号

保険料精算先
（どちらかに○印）

損保会社（請求書払い）

保険代理店（代理店払い）

契約番号 車名

登録番号 車台番号

代理店名

住所

氏名

住所

氏名

所在地

　　【保険代理店】

　　【記名被保険者】　（□にレ点）

ご契約内容確認書＊

P13

＊左の２つの書類は該当する契約のみ
印刷されます

P11

(収納企業使用欄)

ＣＡＬ180113
(印字)XXXXXXXXXXXX

(印字)XXXXXXXXXXXX

※サイン取引の方は届出印欄にサインしてください。

不備返却先

(金融機関へのお願い)

預金口座振替依頼書・自動払込申込書に不備がありましたら、下記該当箇所に○印をつけて株式会社セディナへご返送ください。

不備事由
　　1.印鑑相違　　　2.印鑑不鮮明　　　3.預金種目相違　　　4.口座番号相違　   　  5.名義人相違　　  6.預金取引なし　　7．支店名相違

　　8.その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

預金口座振替規定（ゆうちょ銀行からの自動払込みを除く） ※ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込規定が適用されます。

1.金融機関に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を
預金口座から引落のうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定に

かかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。

2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸

越を利用できる範囲内の金額を含む。）を超えるときは、私に通知することなく、請求書

を返却してもさしつかえありません。

3.この契約を解約するときは、私から金融機関に書面により届出ます。なお、この届出

がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、とくに

申し出をしない限り、金融機関はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえあり

ません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、金融機関の責による場合を除き、

金融機関には迷惑をかけません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

検印 印鑑照合 受付印 〒468-8501

名古屋市天白区平針2丁目303番地

株式会社セディナ

名古屋事務センター口振ユニット

口座名義人

※法人の場合は、社名、代表者役名・氏名を省略せずご記入く ださい。

口座名義人

※法人の場合は、ゆう ちょ銀行にお届けの通りに省略せずにご記入く ださい。

お届出印

印

捨印

印

お届出印

印

フリガナ フリガナ

の

1 0

払込日 払込加入者の指定する日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)

金融機関名
銀行 ・ 信用金庫

信用組合・農協・労働金庫

支店名 　支店 ・ 支所 ・ 出張所

通帳記号番号

記号 　番号　（右から詰めて記入してく ださい）

預金種目
1.普通(総合)
2.当座

口座番号 1

振替日 収納企業の指定する日(金融機関休業日の場合は翌営業日) 種目コード 166
契約種別

コード 34

私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振

替依頼によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。
（ゆうちょ銀行からの自動払込みを除く）

ゆうちょ銀行以外の金融機関 ゆうちょ銀行

収納企業名 株式会社セディナ (旧社名株式会社セントラルファイナンス)
払込先

口座番号
00810-6-46000

払込先

加入者名
株式会社セディナ

帳票番号

見積番号

見積発行日時

金融機関コード 支店コード

　　　　預金口座振替依頼書　・　自動払込利用申込書　（　　　・　　　）

契約番号

集金代行

企業コード
(集金代行)

014076-0000 (旧セントラルファイナンス)

料金等の収納

依頼企業名
株式会社セディナオートリース

契約者 (印字)XXXXXXXXXXXXXX

取扱店日附印

加収

65

66

ＣＡＬ180113

賃貸人（甲）

株式会社セディナオートリース　御中 契約番号
借受日
（＝納車日）

借受人
ご住所

お名前（会社名）
※法人の場合、代表者役職名および代表者様名も合わせてご記入ください。

印

帳票番号

見積番号

見積発行日時

その他

登録日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

車検満了日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

付属品
特別仕様
その他

自動車借受証

XXXXXXXXX

年　　　　月　　　　日

リース
車両明細

車名

型式

車台番号

登録番号

塗色

借受人は、貴社との間で締結した上記契約番号のリース契約に基づき、本日、そのリース物件として次
の自動車の引渡しを受け、検査を行い、品違い（初年度登録年月、車名、型式、原動機の型式、自動車
の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、総排気量又は定格出力、燃料の種類、色、規格、仕
様等の不適合）、数量不足、品質不良、性能不足、付属品等欠品その他の一切の欠陥又は不具合等
がないことを確認した上でこれを受領いたしました。

XXXXXXXXX

1

4

3

7～16

65

66

Ⅳ．審査申込【１．ＦＡＸ申込】 ①契約書（＝申込書）を印刷する
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契約書（＝申込書）にお申込者情報を記入いただきます。

Ⅳ．審査申込 【１．ＦＡＸ申込】 ②お申込者情報を記入いただく

2020 1 10

シンジュク タロウ

新宿 太郎 54 10 15 40

サイタマケン サイタマシオオミヤク ホンチョウ

埼玉県さいたま市大宮区本町XX－XX－XX

3 5

△△ショウジ カブシキガイシャ

△△商事株式会社

171 0001

豊島区池袋XX－XX－XX △△商事ビル

営業部 主任 03 9935 XXXX 160 18

450

438101234560

048 123          4567 090  1234      5678
330 0001

○申込者ご本人に記入日と借受人（乙）欄を全て記入いただいてください（申込者印の押捺は不要です）。
○連帯保証人を付ける場合は、連帯保証人ご本人に連帯保証人欄を記入いただいてください（保証人印の押捺は不要です）。

記入例 （個人）
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Ⅳ．審査申込 【１．ＦＡＸ申込】 ②お申込者情報を記入いただく

記入例 （法人）

新宿区西新宿XX－XX－XX 新宿自動車ビル

シンジュククニシシンジュク シンジュクジドウシャビル

163 0001

シンジュクジドウシャカブシキガイシャ

新宿自動車株式会社

代表取締役社長 新宿 太郎

シンジュク タロウ

03 6628 XXXX 03 6628 XXXX 1990 4

2020 1 10

29

自動車販売・整備
損害保険代理店

10 560 30 新宿次郎（経理部）

新
宿

自
動
車

社
長
印
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契約書（＝申込書）、CAWLS計算書、運転免許証の３点セットをＦＡＸ送信します。
中古車の場合は車検証コピー（名義変更前）も併せてＦＡＸ送信します。
任意保険を含む場合は任意保険の見積書コピーも併せてＦＡＸ送信します。

Ⅳ． 審査申込【１．ＦＡＸ申込】 ③ＦＡＸで審査を申し込む

記入済みの契約書（＝申込書） ＣＡＷＬＳ計算書 運転免許証コピー

ＦＡＸ番号

東京第一営業部 03-6628-6701
名古屋営業部 052-212-1085
大阪営業部 06-6228-1170
福岡営業部 092-741-2161

電話番号

東京第一営業部 03-6628-6700
名古屋営業部 052-212-1081
大阪営業部 06-6228-1172
福岡営業部 092-741-2101

受付時間 ９：３０～１８：００

休業日
土日祝日
年末年始（12月30日～1月3日）

表・裏ともコピーしてください。 ※担当拠点は個別にご案内します

各担当拠点より審査結果をご連絡します。

車検証コピー … 中古車の場合 任意保険見積書コピー … 任意保険を含む場合
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「個人のお客様」で計算書作成の場合

②「ＯＫ」をクリック

「法人・個人事業主のお客様」で計算書作成の場合

②´「法人のお客様」、「個人事業主のお客様」のいずれかを選択

① ①WEB申込をクリックする

②
②´

Ⅳ．審査申込 【２．ＷＥＢ申込】 ①ＷＥＢ申込画面に入る

ＣＡＷＬＳ計算書右上の「ＷＥＢ申込」をクリックしてＷＥＢ申込画面に入ります。
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①お申込者の入力方法を選択
②連帯保証人を付ける場合は「登録対象選択」にチェックを入れる

➡連帯保証人の情報登録が可能となる
③（連帯保証人のチェックを入れた場合）

連帯保証人の入力方法を選択
④「お申込者情報登録」をクリック

【注意】
お申込者が「電子メール入力」を選択した場合は、連帯保証人予定者
の入力方法は「電子メール入力」のみとなります。
（連帯保証人は「直接入力」を選択できません）

①
②③

④

・この画面が表示されます ・表示されている「お申込者情報登録」画面を閉じてください（画面右上かタブ内の「×」をクリック）

連帯保証人がある場合
はチェックを入れる

以前のＷＥＢ申込で表示された「お申込者情報登録」関連の画面が開いていると、新たに「お申込者情報登録」関連の画面を開けません。

次の画面の進むには、表示されている「お申込者情報登録」関連の画面を閉じた上で、入力を再開してください。

〈参考〉法人申込の場合の入力画面

Ⅳ．審査申込 【２．ＷＥＢ申込】 ②入力方法を選択する

取扱店端末で入力する「直接入力方式」と、お申込者端末で入力する「電メール入力方式」のいずれかを選択します。

電子メール方式では、お申込者のスマホ、タブレット、ＰＣ端末から店舗外からでもお申込ができます。
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③内容確認の上、「お申込者情報登録」をクリック
【直接入力の場合】
➡ 引き続きお申込者情報を入力

（この段階では、お申込者メールアドレスにメールは送られません）
【電子メール入力の場合】
➡ お申込者メールアドレスに以下のような案内メールが送られるので、

お申込用URLをクリック （連帯保証人を付けた場合は連帯保証人
メールアドレスへも送られるので、同様にお申込用URLをクリック）

①お申込者のお名前・メールアドレスを入力
（連帯保証人がある場合は連帯保証人分も入力）

*お申込者がメールアドレスをお持ちでない場合は以下の
メールアドレスを入力します。

lease@cedyna-al.jp （セディナオートリースのアドレス）
②「入力内容を確認」をクリック

①

②

③

Ⅳ． 審査申込【２．ＷＥＢ申込】 ③お申込者名・メールアドレスを入力する

お申込者名・お申込者のメールアドレスを入力します。

電子メール方式の場合は、メールで送られてきたＵＲＬをクリックします。
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①「個人情報の取扱いに関する同意条項」をお読みいただき
同意いただける場合は「同意する」を選択

②「ご自身で入力する」、「代行入力を依頼する」のいずれか
を選択

③代行入力の場合は「入力代行者名」を入力
④「次へ」をクリック

①

②

③

④

⑤お申込者情報を登録
⑥本人確認書類の画像を取込（免許証は表・裏とも）

＊画像を取込まない場合は、コピーを申込先にＦＡＸ送信
…ＣＡＬホームページ「オートリース商品」→「◇その他印刷」に

ＦＡＸ送信シートがあるので見積番号・お取扱店名を記入して送信
⑦「入力内容を確認」をクリック

⑤

⑥

⑦

Ⅳ．審査申込 【２．ＷＥＢ申込】 ④お申込者情報を登録する

個人情報の取扱いに同意の上、入力者を選択します。

お申込者情報を登録し、本人確認書類の画像を取込みます（取込めない場合はＦＡＸ送信します）。
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①お申込者情報の登録内容を確認
②「この内容で申し込む」をクリック

➡このクリックにより審査申込が完了

①

②

・「お申込者情報登録完了」が表示される
・お申込者に以下のような「登録完了メール」が送られる

○直接入力 …引き続き 「次のページへ入力」が表示されるのでクリック
連帯保証人の情報登録を続けて行う

○電子ﾒｰﾙ入力…連帯保証人のメールアドレスに案内メールが 送られる
のでＵＲＬをクリックして情報登録

➡連帯保証人の情報登録完了により審査申込が完了

連帯保証人を付ける場合
直接入力の場合、登録完了後に「お申込者情報登録完了」の画面を

必ず閉じてください（画面右上か、タブ内の「×」をクリックします）。

画面を閉じずに新たにお申込者情報登録を行うことはできません。

Ⅳ．審査申込 【２．ＷＥＢ申込】 ⑤審査を申し込む

お申込者情報の登録内容を確認の上、審査を申し込みます。
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・「未登録」 … ＷＥＢ申込をまだ行っていない状態

・「登録中」 … お申込者（代行入力者）が現在登録中の状態

・「登録完了」 … お申込者（代行入力者）が登録を完了し、審査部署の
受付が未完了の状態

・「受付完了」 … 審査部署の受付が完了した状態
受付完了後に審査手続きに入るため、審査結果連絡
までには若干のお時間をいただきます

Ⅳ．審査申込 【２．ＷＥＢ申込】 ⑥進捗状況を確認する

計算書画面の右上に「お申込者情報登録」の進捗状況が表示されます。

「受付完了」となった後に、電話にて審査結果をご連絡します（若干のお時間をいただきます）。
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審査結果ＯＫ後の事務取扱いの流れは以下のとおりです。

契約書類に記名・捺印する

登録後にＣＡＬへ『車検証』・『自賠責』・『リサイクル券コピー』をＦＡＸする

Ⅴ．契約手続 全体の流れ

ＣＡＬへ契約書類を郵送する

ＣＡＬは『注文書』・『注文請書』・『請求書』・『申請依頼書』を送付する

ＣＡＬへ『注文請書』・『請求書』を返送する

ＣＡＬから車両代金等が振り込まれる

納車後に『借受証』を返送する
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契約に必要な書類を揃え、担当拠点に送付します。

Ⅴ．契約手続（１）契約書類に記名・捺印 ➡ ＣＡＬへ送付

契約書（本体） P1
・実印を「お名前の右」と「残価確認印」欄の２箇所に押捺する
・連帯保証人を付ける場合は連帯保証人の実印を「お名前の右」に

押捺する

印鑑証明書（原本） －
・発行日から６ヵ月以内の原本
・連帯保証人を付ける場合は連帯保証人の印鑑証明書も必要

預金口座振替依頼書 P4
・毎月のリース料引落に使う口座を記入する
・金融機関届出印を押捺する

お取引目的等確認のお願い
（該当する契約※の場合に出力される）

（P12）

該当する契約※の場合、記入の上送付する
※頭金または月払額＋ボーナス加算額が100,001円以上の契約

(現住所の記載ある免許証コピー＋公共料金領収書又は保険証のコピー添付)
（現住所に記載のない免許証のコピー+公共料金領収書(水道)+公共料金領収
書（ガス又は電気) ＊2020年4月1日以降の対応

ご契約内容確認書
（任意保険を含む契約の場合に出力される）

（P13） 任意保険を含む契約の場合、記入の上送付する

契約に必要な書類一式

送付先

東京 〒163-1437 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル37Ｆ

名古屋 〒460-0008  名古屋市中区栄2-8-12 伏見ＫＳビル4Ｆ

大阪 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル11F

福岡 〒810-0004  福岡市中央区渡辺通4-10-10 紙与天神ビル3Ｆ

※担当拠点は個別にご案内します
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販売店様が認定整備工場をお持ちでないためメンテナンスをＪＡＳＴＡに委託する場合は、
以下の追加の手続きが必要となります。

販売店様➡お客様 お客様にメンテナンス内容をご説明の上、利用可能なパッケージを確定する
…パッケージに応じたメンテナンス料／内容で契約書類を作成してください

販売店様➡お客様 メンテナンス先をご連絡する

販売店様➡ＣＡＬ 「メンテナンス引受先ご依頼書」をＦＡＸ送信する
…契約書類を当社に送付する前にＦＡＸしてください

ＣＡＬ➡ＪＡＳＴＡ➡ＣＡＬ ＪＡＳＴＡ傘下のメンテナンス工場の中からメンテナンス先を決める

ＣＡＬ➡販売店様 メンテナンス先が記載された「メンテナンス引受先ご依頼書」をＦＡＸ送信する

CAL(業務委託先)➡お客様 定期的に法定点検・車検等メンテナンスの案内を行う

Ⅴ．契約手続（１ʻ）メンテナンスをＪＡＳＴＡへ委託する場合の追加手続
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販売店様が個人事業主で中古車のリース契約を取り扱う場合、古物営業法に基づき、都度
「中古自動車取引確認票」と「代表者ご自身の印鑑証明書」の提出が必要となります。

Ⅴ．契約手続（１ʻʼ）加盟店様が個人事業主で中古車の場合の追加手続

〒 －

年 2 月 1 日

自動車の種別 軽自動車

銀行・信用金庫

信用組合・農協
新宿

本・支店

出張所

生年月日

中古自動車の表示

　リース物件供給のため貴社に対し次の中古自動車の販売を申し入れるに先立ち、個人情報の取扱いに関する欄外記載の事
項について同意した上、本票をお差し入れいたします（印鑑登録証明書添付必須）。

種別 口座番号 口座名義（本人名義に限る。）

車名 ダイハツタント（シルバー）

車台番号 ABC5555555555

163 1437

東京都新宿区西新宿3-20-2

○○モータース

経営管理 B-089 (19.1）保存14年

※ 株式会社セディナオートリースは、本票に記載された販売者様の個人情報を、上記取引の審査（可否判定）、実行、
管理、これらに伴う古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）等関連法令に基づく規制遵守等の目的で取得･保有･利用
いたします。

123456789012

中古自動車取引確認票

　2020年　　2月　 1日

株式会社セディナオートリース　御中

住所
（住民票上）

昭和

平成
35 　（満    58 　才）

下記にご署名（自署）及びご捺印（実印）をお願いいた
します。

職業 自動車販売業

氏名
（ご署名） 鈴木 一郎 実印

販売店名

確認年月日

以上

　なお、上記取引に基づく売買代金等のお支払いは、私名義の次の預貯金口座宛ての振込又は振替の方法で行ってく
ださい。

預貯金口座の表示
金融機関名 支店名

三井住友

記録者 記録年月日

普通

当座
111111 ○○モータース 代表 鈴木一郎

＜株式会社セディナオートリース使用欄＞

確認者

鈴
木

中古自動車取引確認票 記入例

・住民票記載の住所、生年月日、職業、販売店名、氏名（自署）を記入してください

・必ず実印（印鑑証明書と同一の印章）を押捺してください

・車両代金の振込先を記入してください

お手続の流れは以下のとおりです。

ＣＡＬ➡販売店様 車名等の入った「中古自動車取引確認票」をＦＡＸします

販売店様➡ＣＡＬ 「中古自動車取引確認票」に記入・捺印し、代表ご自身
の印鑑証明書（原本）とともにＣＡＬへ送付します
…契約関係書類（P40記載）とともに送付してください

ＣＡＬ➡販売店様 注文・登録関係書類（P42記載）を送付します
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注文・登録関係書類がＣＡＬから送付されるので、注文請書・請求書に押捺の上、ＣＡＬに返送します。

Ⅴ．契約手続（２）注文・登録関係書類がＣＡＬから送付➡必要書類を返送

注文書 ＣＡＬからの注文書（ＣＡＬの捺印あり）➡販売店様で保管してください。 －

注文請書 販売店様の印を押捺（実印以外も可）➡ＣＡＬへ返送してください。 要返送

請求書 販売店様の印を押捺（実印以外も可）➡ＣＡＬへ返送してください。 要返送

申請依頼書 車両登録時に使用してください。 －

ＣＡＬから送付されてくる書類

注文書 注文請書 請求書

社
印

販売店様印を押捺する

社
印

ここに振込先が表示される

振込先が異なる場合は。この欄に正しい振込先を記入

販売店様印を押捺する
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車両登録完了後に以下の３点をＣＡＬにＦＡＸ送信します。

車検証コピー ＣＡＬにＦＡＸ送信してください

自賠責保険証コピー ＣＡＬにＦＡＸ送信してください

リサイクル券コピー ＣＡＬにＦＡＸ送信してください

Ⅴ．契約手続（３）車検証等のＦＡＸ送信、借受証の送付

納車後に借受証に記入、押捺して郵送します。

さいたま市大宮区本町X－X－X

新宿太郎 新
宿

・納車日を記入してください

・契約者の住所・お名前を記入してください
※法人の場合は、法人名、代表者役職名、代表者名も記入願います

・契約者の実印を押捺してください

当社(CAL）に借受証到着後、P4（6）記載のスケジュールで車両代金
等が振り込まれます。


