
H I R E 
ホスピタリティ・ドライビングkm
〜お客さまの笑顔を、私たちのよろこびとして

国際ハイヤーのドライバーは
業界最高水準の教育を受けております。
創業1920年の国際ハイヤー（国際自動車）は「伊勢志摩サミット」「アフリカ会議」など各国のV.I.Pの送
迎、ジュエリーメーカー「カルティエ」イベントのゲスト送迎、JR東日本「四季島」のゲスト送迎の実績が
あります。国際ハイヤーのドライバー（乗務員）のホスピタリティはクライアントの評価が高く、接客マ
ナー、運転技術が優れており好評をいただいております。
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ご利用までの流れ
専属・定期送迎サービスをご利用のお客さまには、ご契約が必要です。

役員車
社用車

専属サービス/定期送迎
役員さまの安全で快適な移動オフィスとして、社有車の同様にご利用いただけます。

（サービス提供エリア：東京23区・三鷹市・武蔵野市、神奈川県横浜市・川崎市・横須賀市・三浦市）

ご要望 お見積
担当

ドライバー
面接

ご契約

ドライバーについて
ご契約前に、お客さまから提示してい
ただいた条件に合致したドライバー
を推薦し面接を行っていただきます。
信頼できるドライバーかどうか直接
ご確認いただいた上でご契約いただ
けますので、契約後のミスマッチも無
く安心いただけます。

お客さまに運行のご要
望をヒアリングさせて
いただきます

ご要望の運行プラン
のお見積書をご提案
いたします

条件に合致したドラ
イバーをご紹介いた
します

ご提案内容に承認い
ただいた後、ご契約と
なります

■ 当日予約も可能です
■ 用途に合わせ豊富な車種から選ぶこと

が可能です
■ 外国語に対応できるドライバーを

ご用意しております
■ 来賓の送迎
■ 移動時の車内ミーティング
■ 挨拶廻り・現場視察
■ フォーマルシーン
■ ゲストの送迎
■ 観光　等

スポット利用サービス
■ご契約の無いお客さまでもご利用いただけるサービスです。
■サミットや国際会議のV.I.Pの送迎実績のあるプロドライバーが
運行いたします。

■外国語に対応できるドライバーをご用意しております。
■当日予約も可能です。（要電話）
■高級セダン、ミニバン、ワンボックスの３車種からお選びいただけます。
■運行管理者（国家資格）により最適な運行計画をご提案させていただきます。
■蓄積された配車データから渋滞を予測し、スムーズに送迎いたします。

専属送迎サービス（役員車・社用車）
専属のドライバーと、車両をフルタイムでご利用いただける
サービスです。送迎区間、利用時間を気にせずに、ご要望のま
まに運行いたします。移動が多いお客さまのニーズにご対応
いたします。

定期送迎サービス
通勤利用に最適なサービスです。「朝のみ」「夕のみ」のご利
用も可能です。貴重なお時間を車内にて有効に活用してい
ただくことができ、企業にとってのリスクマネジメントの
一環として、役員様の安全な移
動をお約束いたします。

■ 月15日以上のご利用を条
件とします。

■ ドライバー及び車両を固定
します。

■ スポットサービスよりコス
ト面で優れます。

■ 月15日以上のご利用を条
件とします。

■ 運行ルートやご要望をマニュ
アル化し対応いたします。

■ スポットサービスよりコス
ト面で優れます。
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自動車保険
メンテナンス

会社概要

03-5745-5935ハイヤー、ドライバーサービスに
関するお問い合わせ 国際ハイヤー

社　　名 国際ハイヤー株式会社
所 在 地 東京都品川区西品川1-8-2
資 本 金 10,000,000円
従業員数 1,251名（2021年3月現在）
代 表 者 取締役社長　加藤 寛治

設　　立 2011年3月27日（創業：大正9年）
売 上 高 10,349百万円（2018年度）
事業内容 一般乗用旅客自動車運送事業・自動車の運行および
 その管理に関する請負および受託

平日 9:00〜 17：00
hire-reserve@km-group.jp

国際自動車グループ「トータル運行サービス」

ドライバー
派遣

（運行管理請負）

お客さまのご用意した車両の運転、ドライバーの労務管理・教育、運行計画の立案、事務処理、
車両メンテナンス、事故対応など

（サービス提供エリア：東京23区・三鷹市・武蔵野市、神奈川県横浜市・川崎市・横須賀市・三浦
市、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）

車両（各種税金、保険を含む）を用意するだけで
コスト削減、管理から解放。車両運行に関わる全てをサポート
役員対応車両は、深夜に至る残業や休日運行など長時間労働になりやすく労務管理についてお悩みの
企業は多いといえます。自社による管理から解放され、人件費などの経費削減、リスク管理など全て当
社が引き受けます。国際自動車グループの「トータル運行サービス」ならスケジュール管理、ドライバー
の労務管理、ドライバー教育、事故等の緊急時対応、車両のメンテナンス、グループ会社による車両リー
ス、自動車保険にいたるまで対応可能です。

付加価値
サービス

ドライバー派遣 運行管理
配車スタッフの配置
運行管理者が常駐

自社ドライバーの
転籍・出向

「オートリース」「自動車保険」「車両メ
ンテナンス」 をご検討されているお客
さまには、各種サービスとの連携が容
易なkmグループの株式会社kmGオー
トアシストがサポートいたします。

kmGオートアシスト
www.kmg-aa.tokyo

所在地　
東京都港区赤坂2-8-6
TEL：03-3586-3620

サミットや国際会議等の
実績がある、業界トップレ
ベルの運転技術とサービ
ス・マナーを習得したハイ
ヤー乗務員がお客さまの
車両を運行、清掃、点検い
たします。

運行管理者資格（国家資格）
を有するスタッフが365日
体制で　スケジュール（運
行計画）管理、ドライバーの
労務、車両の管理、事故対応
を一括して国際ハイヤーに
お任せいただけます。

多数の社有車を運行・管理
する場合は、運行管理者（国
家資格）を有する社員がお
客さま専属として常駐させ
ていただきます。クライア
ント側で雇用されている社
員ドライバーの労務管理を
含む車両の一括管理をさせ
ていただきます。

自社ドライバーを国際ハイ
ヤーへ転籍・出向すること
で労務管理上の課題を解決
いたします。転籍・出向後、
国際ハイヤにてプロドライ
バー教育を受講していただ
いた上でサービスを提供

（運行開始）いたします。

運行管理
請負
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TOYOTA 
CROWN 

LEXUS TOYOTA 
CENTURY

TOYOTA 
ALPHARD

TOYOTA 
HIACE 
GRANDCABIN

NISSAN
NV350 
CARAVAN

豊富な車種※車種は一部です。

最大ご乗車人数：4名
(乗務員含まず)

最大ご乗車人数：8名
(乗務員含まず)

最大ご乗車人数：9名
(乗務員含まず)

最大ご乗車人数：4名
(乗務員含まず)

最大ご乗車人数：6名
(乗務員含まず)

QRコードを読み取ると車内の様子がGoogle
ストリートビュー室内版で閲覧可能です。

最大ご乗車人数：4名
(乗務員含まず)

QRコードを読み取ると車内の様子がGoogle
ストリートビュー室内版で閲覧可能です。

飛沫感染防止シート

飛沫感染防止シート 飛沫感染防止シート
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運行計画
お客さまからのご予定をもとに
運行管理者が運行計画を作成。

ドライバーへの指示を行います。

事故対応
万が一の事故に対しても弊社事故担当が

24時間・年中無休の配車管理により
全面サポートいたします。

□自社車両を使用し、ドライバー及び運
行管理の アウトソーシングをしたい。

□車両管理や労務管理はすべて外注化し
たい。

□ドライバーの採用や教育、運行マニュ
アルなど アウトソーシングしたい。

□運転技術、接客マナーがしっかりして
いる プロドライバーでシャトル便を
運用したい。

シャトル便、ドライバーアウトソーシングの
導入をお考えの皆さま

03-5745-5935シャトル便に関するお問合せ 国際ハイヤー （平日9：00-17：00）

豊富な経験
ご希望の運行形態、車種などお客さまのリクエストにお応えいたします。

商業施設・ホテルなど
□施設間や施設と駅などを結ぶシャトル便の運行を請負います。
□増便や送迎ルートの追加時の一部請負も可能です。
□運転技術、接客マナーを兼ね備えたドライバーを配置いたします。

オフィス・工場など
□駅と職場、職場間を結ぶシャトル便の運行を請負います。 
□朝夕など乗客数に応じたフレキシブルな運行プランが可能です。 
□事故発生リスクの減少や交通費の抑制が可能になります。

各種教育施設など
□スクールバス・専用シャトル便の運行を請負います。
□運転技術、接客マナーを兼ね備えたドライバーを配置いたします。
□施設の付加価値を高め、お客さま満足度向上のお手伝いをいたします。

利用実績①ーー百貨店での運行
都内有名百貨店と駐車場の間を結ぶシャトル便（無料送
迎）を開店時間に合わせ約10分間隔で運行しております。
天候や気温などに左右される事
が無いので、お買い物後の移動が
スムースに行えるため利用客、ク
ライアントからご好評いただい
ております。

利用実績②ーーホテルでの運行
東京都内の外資系ホテルと最寄駅を結ぶシャトル便（無
料送迎）の運行をしております。スーツケースなど荷物を
運ぶ手間が省けることや、宴席や
会合などでご利用のお客さまが
一度に大勢移動できるため利用
客、クライアントご好評いただい
ております。

シャトル便ご利用までの流れ

電話・Web
によるお見積り

依頼
担当者からの

ご連絡
お見積書の

提出
試走・

現場確認 最終のご確認 契約の締結

お電話・またはWEBよ
りご依頼ください。　
電話03-6380-7701

お客さまのご希望の経
路・時間場所等につい
てご訪問してお伺いさ
せていただきます。

お打ち合わせの内容
を基にお見積書を作
成いたします。
内容をご確認の上、
ご返信いただきます。

車両を使用し、コース
のトライアルや施設の
確認をさせていただき
ます。

お打ち合わせやトラ
イアルに基づき、最終
のお見積りを提出さ
せて頂きます。

契約書を締結させて
頂きます。その後、運
行開始日よりシャト
ルの運行を開始いた
します。

WEB www.kokusai-hire.tokyo
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“Limo”はV.I.P送迎などに使用している
ハイヤーのWEB予約が可能です。
ご契約の無い方でも利用できるLimoはゲストや役員の送迎、空
港送迎、挨拶回りに快適な移動空間を提供いたします。
車種：セダン・ミニバン・ワンボックス　
サービス提供エリア：東京、横浜

Limoだけの特別なサービス
■ サミットのV.I.P 送迎等の実績のある国際ハイヤーが運行いたします。
■ V.I.Pやゲストの送迎に最適なプレミアムな車両をタクシーの様にしてご利用いただけます。
■ セダン（4名）ミニバン（6名）ワンボックス（9名）の3タイプからお選びいただけます。※乗務員含まず
■ 空港送迎、ゴルフ場送迎、挨拶回り、冠婚葬祭、東京観光など特別な日におすすめです。
■ お支払いは便利な「NP後払い」がご利用いただけます。※事前に契約などは必要ありません。

Limo料金例（2019年10月現在）
東京駅丸の内口（Kitte前）→羽田空港国際ターミナル
セダン約26,000円　ミニバン・ワンボックス約31,000円
東京駅丸の内口（Kitte前）→成田空港第一ターミナル
セダン約76,000円　ミニバン・ワンボックス約90,000円
8時間コースの場合　
東京駅丸の内口（Kitte前）→東京23区→東京駅丸の内口（Kitte前）
セダン約62,000円　ミニバン・ワンボックス約74,000円

空港送迎

挨拶回り
https://limo-info.jp

代表的な車種
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