
通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

通常

STW優待価格

STW優待価格STW優待価格

STW優待価格

※上記金額は、2018年8月1日現在の料金です。予告なく料金が変更になる場合があります。

　・運転者は25歳以上で運転者名義のクレジットカードと日本の運転免許証をお持ちの方のみ

　・ご予約は出発の一週間前までにお願い致します。

・自車輌損害補償制度(CDW)　　　　　　　　　　 　　・貸出時のガソリン代金

・追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)　　　・追加ドライバー料金/最大4名

レンタル条件

ハワイスペシャルプランGPS+

¥64,000 ¥64,500

¥55,440

¥55,440¥55,440

¥55,440 ¥58,860

¥58,860¥58,860

¥58,860 ¥58,860

¥58,860¥58,860

¥58,860 ¥57,600

¥57,600¥57,600

¥57,600 ¥58,050

¥58,050¥58,050

¥58,050

¥15,700

¥13,500

¥13,500¥13,500

¥13,500 ¥14,310

¥14,310¥14,310

¥14,310 ¥14,310

¥14,310¥14,310

¥14,310 ¥14,040

¥14,040¥14,040

¥14,040 ¥14,130

¥14,130¥14,130

¥14,130

ハワイスペシャ

ルプラン

《ナビ無》

1日

¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥15,600

5～7

日

¥61,600 ¥65,400 ¥65,400

¥69,900 ¥70,300

¥60,660

¥60,660¥60,660

¥60,660 ¥64,080

¥64,080¥64,080

¥64,080 ¥64,080

¥64,080¥64,080

¥64,080 ¥62,910

¥62,910¥62,910

¥62,910 ¥63,270

¥63,270¥63,270

¥63,270

¥17,000

¥14,580

¥14,580¥14,580

¥14,580 ¥15,390

¥15,390¥15,390

¥15,390 ¥15,390

¥15,390¥15,390

¥15,390 ¥15,120

¥15,120¥15,120

¥15,120 ¥15,300

¥15,300¥15,300

¥15,300

ハワイスペシャ

ハワイスペシャハワイスペシャ

ハワイスペシャ

ルプランGPS+

ルプランGPS+ルプランGPS+

ルプランGPS+

《ナビ付き！》

《ナビ付き！》《ナビ付き！》

《ナビ付き！》

1日

¥16,200 ¥17,100 ¥17,100 ¥16,800

5～7

日

¥67,400 ¥71,200 ¥71,200

代表車種

キャデラック XTS

または同等クラス

フォード マスタング

または同等クラス

ダッジ グランドキャラバン

または同等クラス

ヒュンダイ サンタフェ

または同等クラス

ジープ ラングラー2ドア

¥41,580

¥41,580¥41,580

¥41,580 ¥45,810

¥45,810¥45,810

¥45,810 ¥46,620

¥46,620¥46,620

¥46,620 ¥53,370

¥53,370¥53,370

¥53,370

車種 ラグジュアリー コンバーチブル ミニバン　(7人乗り) スタンダードSUV ジープ

¥12,600 ¥14,400

¥12,960

¥12,960¥12,960

¥12,960

5～7

日

¥45,300 ¥46,200 ¥50,900 ¥51,800 ¥59,300

¥40,700

¥40,700¥40,700

¥40,700

¥57,600 ¥65,200

¥50,940

¥50,940¥50,940

¥50,940 ¥51,840

¥51,840¥51,840

¥51,840 ¥58,680

¥58,680¥58,680

¥58,680

ハワイスペシャ

ルプラン

《ナビ無》

1日

¥11,000 ¥11,200 ¥12,400

¥15,600

¥11,070

¥11,070¥11,070

¥11,070 ¥11,160

¥11,160¥11,160

¥11,160 ¥12,240

¥12,240¥12,240

¥12,240 ¥12,420

¥12,420¥12,420

¥12,420 ¥14,040

¥14,040¥14,040

¥14,040

ハワイスペシャ

ハワイスペシャハワイスペシャ

ハワイスペシャ

ルプランGPS+

ルプランGPS+ルプランGPS+

ルプランGPS+

《ナビ付き！》

《ナビ付き！》《ナビ付き！》

《ナビ付き！》

1日

¥12,300 ¥12,400 ¥13,600 ¥13,800

5～7

日

¥51,200 ¥52,100 ¥56,600

エコノミー コンパクト ミッドサイズ フルサイズ プレミアム

ニッサン アルティマ

または同等クラス

ニッサン マキシマ

または同等クラス

¥9,900

¥9,900¥9,900

¥9,900 ¥10,080

¥10,080¥10,080

¥10,080 ¥11,160

¥11,160¥11,160

¥11,160 ¥11,340

¥11,340¥11,340

¥11,340

¥46,080

¥46,080¥46,080

¥46,080 ¥46,890

¥46,890¥46,890

¥46,890

代表車種

ミツビシ  ミラージュ

または同等クラス

ニッサン ヴァーサ

または同等クラス

ヒュンダイ エラントラ

または同等クラス

車種

貸出日 ： 2018年10月1日～2019年3月31日

2018

20182018

2018年

年年

年12

1212

12月

月月

月15

1515

15日～

日～日～

日～12

1212

12月

月月

月31

3131

31日の期間はピークシーズンの為、

日の期間はピークシーズンの為、日の期間はピークシーズンの為、

日の期間はピークシーズンの為、

1

11

1日

日日

日1,260

1,2601,260

1,260円

円円

円1

11

1週間

週間週間

週間6,750

6,7506,750

6,750円加算されます。

円加算されます。円加算されます。

円加算されます。

アラモレンタカーアラモレンタカーアラモレンタカーアラモレンタカー
STWSTWSTWSTW 特別優待料金プラン特別優待料金プラン特別優待料金プラン特別優待料金プラン

・追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)　　　・追加ドライバー料金/最大4名

・地方税、州税、空港使用料　　　　　　　　　　　　・個人傷害。所持品保険（PAI/PEC）

・自車輌損害補償制度(CDW)　　　　　　 　　　　 　　・貸出時のガソリン代金

・追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)　　　・追加ドライバー料金/最大4名

・地方税、州税、空港使用料　　　　　　　　　　　　・個人傷害。所持品保険（PAI/PEC）

・チャイルドシート(1日$7.00+税金) ・ロードサイドプラス(1日$7.00+税金) 

・ナビゲーション（1日＄14.00～+税金）

※料金、諸条件などは予告なく変更される場合があります。予めご了承くださいませ。

自動車車輌損害補償制度(CDW)について

自動車車輌損害補償制度(CDW)について自動車車輌損害補償制度(CDW)について

自動車車輌損害補償制度(CDW)について

 
ご利用期間中にレンタル車輌の盗難または損傷を受けた場合に、その損害を補償します。CDWは保険ではありません。

レンタル車輌の損傷または盗難による損害を補償します。契約違反が無い限り補償されます。

上記プランにはCDW が含まれています。

追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)

追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)

追加自動車損害賠償保険/対人対物任意保険(EP)

上記プランにはEPが含まれています。対人・対物への補償: １事故に限り　US$1,000,000

個人傷害・所持品保険(PAI/PEC)

個人傷害・所持品保険(PAI/PEC)個人傷害・所持品保険(PAI/PEC)

個人傷害・所持品保険(PAI/PEC)

借受人とその同乗者へ自動車事故による事故死亡、事故医療費、および救急車費用の保険金を支払います。

個人所持品補償（PEC）は、借受人、または借受人と同じ世帯に同居し、借受人とともに旅行している借受人の肉親の個人所持品を、

その輸送中、または（当該個人の住居以外の）建物内にある間、または鍵をかけていた車輌内の損失または損傷の危険に対しての保険です。

借受人 同乗者 借受人 同乗者 借受人 同乗者

$175,000 $17,500 $2,500 $2,500 $250 $250

　

　　

　その1　　車が選べるアラモセレクト！

　　同じ車種ならあっちの車の方がいいなぁ。赤い車に乗りたいな！と思ったことはございませんか？

　　アラモレンタカーなら駐車場に並んだ豊富な種類から、ご契約内容にあったお好みの車をお選びいただけます。

　　旅のドライブをお気に入りの車で楽しく快適に！！

　　注）ホノルル空港営業所でのサービスとなり、ワイキキ市内営業所では行っておりません。

　

　　

　その2　　日本語対応の自動チェックイン！

　　カウンターを通らずに契約手続きができる自動チェックインシステムを稼働しました。

　　日本語を選択して、手順に従って進めば手続きが完了。英語が不安な方にも安心！混雑知らずで時間を節約！

　　注）ホノルル空港営業所、ワイキキカイウラニ営業所のみのサービスとなります。

　

　　

　その3　　目的地まで迷わない日本語GPSカーナビ！

　　運転は好きだけど、土地勘がないからちょっと不安・・・。英語の地図は読めない・・・。

　　そんな海外ドライブの強い味方になってくれるのがアラモの日本語GPSカーナビ。

上限額

ハワイスペシャルプランGPS+

ハワイスペシャルプラン

オプショナル

※全て現地払いとなります。

事故医療費補償 上限額事故死亡補償 事故救急車費用補償

　　　　　 アラモレンタカ－だから出来る4つの特典♪　　　　　 アラモレンタカ－だから出来る4つの特典♪　　　　　 アラモレンタカ－だから出来る4つの特典♪　　　　　 アラモレンタカ－だから出来る4つの特典♪

ハワイ州 ハワイ州 ハワイ州

上限額

イメージ / アラモセレクト

　　そんな海外ドライブの強い味方になってくれるのがアラモの日本語GPSカーナビ。

　　タッチスクリーンの簡単操作で曲がり角ごとに日本語のアナウンスでご案内！

　

　　

　その4　　やっぱり安心24時間日本語サポート！

　　万一の事故やトラブルの際はもちろん、質問やアシストが必要な場合などどんな時にもご利用

　　いただける日本語ホットラインサービス。

　　24時間日本語オペレーターが対応致しますので心強いサポーターが得られます！

イメージ / 自動チェックインシステム



　　　　 オアフ島 営業所のご案内

　　　　 オアフ島 営業所のご案内　　　　 オアフ島 営業所のご案内

　　　　 オアフ島 営業所のご案内

　　　　その他にマウイ島、ハワイ島、カウアイ島、モロカイ島にも営業所がございます。お気軽にお問合せ下さい。

☆お申込必須事項☆お申込必須事項☆お申込必須事項☆お申込必須事項

例：TANAKA TARO

　　　　　ご予約からご利用まで

ご予約からご利用までご予約からご利用まで

ご予約からご利用まで

運転者（氏名)　

②請求書の発行

②請求書の発行②請求書の発行

②請求書の発行

ご予約完了後、弊社

よりご請求書を発行

いたします。

①ご予約

①ご予約①ご予約

①ご予約

担当スタッフへ下記

必須事項をお電話・

メールにてご連絡く

③お支払い

③お支払い③お支払い

③お支払い

期日までにレンタ

カー代金のお支払い

をお願いいたします。

④バウチャーの発行

④バウチャーの発行④バウチャーの発行

④バウチャーの発行

最終書面一式と共にバウ

チャー（予約確認書）を

お渡しいたします。

⑤ご出発

⑤ご出発⑤ご出発

⑤ご出発

日程表や航空券控えと

合わせてバウチャーを

ご持参の上、ご出発く

ださい。

現地営業所で必要なもの

現地営業所で必要なもの現地営業所で必要なもの

現地営業所で必要なもの

①ご出発前にお渡しするバウチャー ②日本の有効な免許証

③国際運転免許証又はパスポート ④ご契約者様名義のクレジットカード

営業所 営業時間 住所

ホノルル空港 5:00am - 1:00am Honolulu Intl Arpt, 3055 North Nimitz Highway - 96819

ワイキキディスカバリーセンター 7:00am - 7:00pm Discovery Bay Center, 1778 Ala Moana Blvd Ste 206, Honolulu, HI 96815-5312

ワイキキカイウラニ 7:00am - 8:00pm 151 Kaiulani Ave., Honolulu, HI 96815-3235

アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ 7:00am - 5:00pm 92-1185 Aliinui Dr, Kapolei, Hawaii, 96707-4434

日本出発日

車種(クラス)

☆ご予約、お問い合わせは、お近くのエス・ティーワールドまで！

☆ご予約、お問い合わせは、お近くのエス・ティーワールドまで！☆ご予約、お問い合わせは、お近くのエス・ティーワールドまで！

☆ご予約、お問い合わせは、お近くのエス・ティーワールドまで！

例：2018年10月10日

ハワイスペシャルプランGPS+　または  ハワイスペシャルプラン

備考欄

貸出営業所 例：ホノルル営業所

例：チャイルドシートなど

返却営業所 例：ホノルル営業所

例：エコノミー

貸出日/貸出時間

返却日/返却時間

例：2018年10月10日　11時

例：2018年10月11日　11時

料金プラン

渋谷駅前店 03-6415-8612 名古屋栄支店 052-238-3801

キラリトギンザ店 03-5159-1515 大阪マルビル店 06-4300-7654

東京サロン 03-5784-2622 大阪心斎橋サロン 06-4708-6315

新宿駅前店 03-3320-4000 福岡天神店 092-736-6780

横浜西口店 045-328-3344 札幌大通店 011-210-2290横浜西口店 045-328-3344 札幌大通店 011-210-2290

三浦店 046-880-0831 広島紙屋町シャレオ店 082-962-5819


