
アメリカ各都市送迎代金一覧表アメリカ各都市送迎代金一覧表アメリカ各都市送迎代金一覧表アメリカ各都市送迎代金一覧表
～ご案内～

※下記料金は2名様ご利用時のお1人様あたり、片道の料金になり、お1人様利用時は倍額となります。

※下記時間帯はフライトの出発・到着時間のことを指します。

※記載がない都市の送迎代金についてはお問い合わせ下さい。 

空港 ⇒ ダウンタウンエリア 05：00-22：00 63.00$      70.00$      

ハリウッドエリア ※上記時刻以外 81.00$      88.00$      

空港 ⇒ ビバリーヒルズエリア 05：00-22：00 69.00$      76.00$      

サンタモニカエリア ※上記時刻以外 87.00$      94.00$      

空港 ⇒ アナハイムエリア 05：00-22：00 81.00$      88.00$      

※上記時刻以外 99.00$      111.00$    

ダウンタウンエリア ⇒ 空港 08：30-25：30 52.00$      58.00$      

ハリウッドエリア ※上記時刻以外 70.00$      76.00$      

ビバリーヒルズエリア ⇒ 空港 08：30-25：30 58.00$      64.00$      

サンタモニカエリア ※上記時刻以外 76.00$      82.00$      

アナハイムエリア ⇒ 空港 08：30-25：30 72.00$      78.00$      

※上記時刻以外 90.00$      96.00$      

ダウンタウンエリア ⇔ アナハイムエリア 66.00$      72.00$      

ハリウッドエリア サンタモニカエリア

ビバリーヒルズエリア ⇔ アナハイム 66.00$      72.00$      

サンタモニカエリア

空港 ⇒ ホテル  24時間 59.00$      68.00$      

ホテル ⇒ 空港  24時間 49.00$      57.00$      

※1 ホテルならびに空港でのチェックインアシストはお1人様1回あたり$10の追加で承ります。

    (1名様でご利用の場合は倍額となります)

空港 ⇒ ホテル 06：30-16：30 127.00$    138.00$    

ホテル ⇒ 空港 06：30-16：30 100.00$    125.00$    

※時間外送迎の場合、片道1グループにつき＄115追加となります。

ドライバーによる送迎（混載）

ドライバーによる送迎（混載）ドライバーによる送迎（混載）

ドライバーによる送迎（混載）

ジョン・Ｆ・ケネディ空港 ⇒ ホテル※2 09：00-20：00 83.00$      95.00$      

ラガーディア空港（デルタ航空） ※上記時刻以外 125.00$    

※1ニューアーク空港 ⇒ ホテル※2 09：00-20：00 110.00$    123.00$    

ラガーディア空港（デルタ航空以外） ※上記時刻以外 147.00$    

ホテル※2 ⇒ ジョン・Ｆ・ケネディ空港 09：00-20：00 83.00$      95.00$      

ラガーディア空港 ※上記時刻以外 125.00$    

ホテル※2 ⇒ ニューアーク空港 09：00-20：00 106.00$    118.00$    

※上記時刻以外 142.00$    

エアポートバスチケットのお手配　※3

エアポートバスチケットのお手配　※3エアポートバスチケットのお手配　※3

エアポートバスチケットのお手配　※3

ジョン・Ｆ・ケネディ空港 ⇔ マンハッタンエリア 06：00-23：30/30分おき 28.00$      28.00$      

※片道のみの場合

ジョン・Ｆ・ケネディ空港 ⇔ マンハッタンエリア 06：00-23：30/30分おき 47.00$      47.00$      

※往復の場合

ラガーディア空港 ⇔ マンハッタンエリア 06：00-23：30/30分おき 24.00$      24.00$      

※片道のみの場合

ラガーディア空港 ⇔ マンハッタンエリア 06：00-23：30/30分おき 40.00$      40.00$      

※往復の場合

※1 ホテルならびに空港でのチェックインアシストはお1人様1回あたり$25の追加で承ります。
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サンフランシスコ　（チェックインアシスト込み）
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ニューヨーク　（※1チェックインアシスト無し）
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ロサンゼルス＆アナハイム　（チェックインアシスト込み）
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    (1名様でご利用の場合は倍額となります)

※2　マンハッタン島のホテルのホテルに限られます。エリアが異なる場合は、お問い合わせ下さいませ。

※3 ご予約後、100％のお取消料がかかります。

空港 ⇒ ホテル  24時間 59.00$      60.00$      

ホテル ⇒ 空港  24時間 54.00$      56.00$      

ユニバーサルエリア ⇔ ディズニーエリア 54.00$      54.00$      

マイアミ空港 ⇒ マイアミ市内ホテル 07：00-22：00 114.00$    114.00$    

※上記時刻以外 -$        -$        

マイアミ市内ホテル ⇒ マイアミ空港 07：00-22：00 114.00$    114.00$    

※上記時刻以外 -$        -$        

※時間外送迎の場合、片道1グループにつき＄60追加となります。

※フォートローダーデール空港の場合は専用車となります。料金などは別途お問い合わせください。

ワシントン・ダレス空港 ⇒ ホテル 09：00-17：00 122.00$    122.00$    

ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港

ホテル ⇒ ワシントン・ダレス空港 09：00-17：00 78.00$      78.00$      

ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港

※時間外送迎の場合は専用車となります。料金などは別途お問い合わせください。

※ボルチモア・ワシントン空港の場合は専用車となります。料金などは別途お問い合わせください。

空港 ⇒ ホテル 10：00-18：00 132.00$    132.00$    

JL008便の場合 10：00-18：00 156.00$    156.00$    

※ホテル ⇒ 空港 09：30-17：00 126.00$    126.00$    

-$        -$        

※時間外送迎の場合は専用車となります。料金などは別途お問い合わせください。

送迎可能ホテル：

Westin Waterfront, Intercontinental, Boston Harbor Hotel, Millenium Bostonian Hotel, Park Plaza Hotel,

Four Season Hotel, Taj Hotel, Lenox Hotel, Westin Copley, Marriott Copley, Hilton Back Bay,

Sheraton Boston, Midtown Hotel.

～その他注意事項～

※到着後は、速やかにお預け荷物をお受け取りいただき、待ち合わせ場所までお越し下さい。

※当サービスはホテル・フライトの異なるお客様との混載サービスとなります。

※現地係員は到着定刻時間に合わせて順番にターミナルを移動しながらお迎えに上がります。

そのため、お客様が到着されてすぐ、現地係員がいない場合もございます。

※航空会社によるロストバゲージの手続きが必要な場合は、お客様ご自身で手続きをお済ませ下さい。

※通常の待ち合わせ時間を経過すると、他のお客様のために送迎車は出発いたします。

それまでにお越しいただけなかった場合、送迎サービスはキャンセルとなり、ご自身で移動していただきます。

その場合でも、予約済送迎代及びご自身での移動にかかった費用の返金は致しかねますのでご了承下さい。

※料金にはドライバーへのチップや空港、ホテルでのポーター代は含まれておりません。

※お一人様につきスーツケース等の大きなお荷物は1個までとさせていただきます。

それを超えるお荷物をお持ちの場合は、追加料金が必要になる場合がございますので、

事前に担当までお申し付け下さい。

※ホテル出発時刻は、ご利用航空機の離陸時刻より起算して、国際線約3時間前、国内線約2時間前に

空港へ到着するよう配車を行いますが、当日の現地諸事情（道路渋滞等）で多少遅れる場合もございます。

予めご了承くださいませ。

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

4/1～

4/1～4/1～

4/1～

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

4/1～

4/1～4/1～

4/1～

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

4/1～

4/1～4/1～

4/1～

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

4/1～

4/1～4/1～

4/1～

ワシントン

ワシントンワシントン

ワシントン

到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

～3/31

～3/31～3/31

～3/31

ボストン

ボストンボストン

ボストン

到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

～3/31

～3/31～3/31

～3/31

オーランド　（チェックインアシスト込み）

オーランド　（チェックインアシスト込み）オーランド　（チェックインアシスト込み）

オーランド　（チェックインアシスト込み）

到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

～3/31

～3/31～3/31

～3/31

マイアミ

マイアミマイアミ

マイアミ

到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間到着/出発フライト時間

到着/出発フライト時間

 送迎代金

 送迎代金 送迎代金

 送迎代金

～3/31

～3/31～3/31

～3/31


