
 

 

 

 

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｆ Ｉ Ｌ Ｑ４ Ｒ Ｕ Ｖ
エコノミー コンパクト ミッドサイズ フルサイズ ラグジュアリー スタンダード ミッドサイズ ７人乗り
２/４ドア ２/４ドア ２/４ドア ２/４ドア ４ドア ＳＵＶ ＳＵＶ ミニバン

１日(２４時間) ¥10,300 ¥10,800 ¥11,400 ¥12,300 ¥14,300 ¥15,100 ¥14,200 ¥15,200 ¥15,400 ¥15,100

５・６・７日間 ¥41,200 ¥43,000 ¥45,400 ¥49,000 ¥57,000 ¥60,300 ¥56,700 ¥60,700 ¥61,600 ¥60,300

追加１日 ¥6,900 ¥7,200 ¥7,600 ¥8,200 ¥9,500 ¥10,100 ¥9,500 ¥10,200 ¥10,300 ¥10,100

１日(２４時間) ¥12,300 ¥12,800 ¥13,400 ¥14,300 ¥18,300 ¥19,100 ¥18,200 ¥19,200 ¥19,500 ¥19,100

５・６・７日間 ¥48,400 ¥50,200 ¥52,600 ¥56,200 ¥71,300 ¥74,700 ¥71,000 ¥75,100 ¥76,000 ¥74,700

追加１日 ¥8,900 ¥9,200 ¥9,600 ¥10,200 ¥13,600 ¥14,100 ¥13,500 ¥14,200 ¥14,300 ¥14,100

１日(２４時間) ¥11,300 ¥11,800 ¥12,400 ¥13,300 ¥16,300 ¥17,100 ¥16,200 ¥17,200 ¥17,500 ¥17,100

５・６・７日間 ¥44,800 ¥46,600 ¥49,000 ¥52,600 ¥64,200 ¥67,500 ¥63,900 ¥67,900 ¥68,800 ¥67,500

追加１日 ¥7,900 ¥8,200 ¥8,600 ¥9,200 ¥11,500 ¥12,100 ¥11,500 ¥12,200 ¥12,300 ¥12,100

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｆ Ｉ Ｌ Ｑ４ Ｒ Ｕ Ｖ
エコノミー コンパクト ミッドサイズ フルサイズ ラグジュアリー スタンダード ミッドサイズ ７人乗り
２/４ドア ２/４ドア ２/４ドア ２/４ドア ４ドア ＳＵＶ ＳＵＶ ミニバン

１日(２４時間) ¥11,900 ¥12,400 ¥13,000 ¥13,900 ¥15,900 ¥16,700 ¥15,800 ¥16,800 ¥17,100 ¥16,700

５・６・７日間 ¥47,600 ¥49,500 ¥51,900 ¥55,500 ¥63,400 ¥66,800 ¥63,100 ¥67,200 ¥68,100 ¥66,800

追加１日 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,700 ¥9,300 ¥10,600 ¥11,200 ¥10,600 ¥11,200 ¥11,400 ¥11,200

１日(２４時間) ¥14,000 ¥14,400 ¥15,000 ¥15,900 ¥19,900 ¥20,800 ¥19,800 ¥20,900 ¥21,100 ¥20,800

５・６・７日間 ¥54,800 ¥56,700 ¥59,100 ¥62,700 ¥77,800 ¥81,200 ¥77,500 ¥81,600 ¥82,500 ¥81,200

追加１日 ¥10,000 ¥10,300 ¥10,700 ¥11,300 ¥14,600 ¥15,200 ¥14,600 ¥15,300 ¥15,400 ¥15,200

１日(２４時間) ¥13,000 ¥13,400 ¥14,000 ¥14,900 ¥17,900 ¥18,700 ¥17,800 ¥18,800 ¥19,100 ¥18,700

５・６・７日間 ¥51,200 ¥53,100 ¥55,500 ¥59,100 ¥70,600 ¥74,000 ¥70,300 ¥74,400 ¥75,300 ¥74,000

追加１日 ¥9,000 ¥9,300 ¥9,700 ¥10,300 ¥12,600 ¥13,200 ¥12,600 ¥13,300 ¥13,400 ¥13,200

ハワイ・マルチアイランドプラン：２島以上の営業所で同クラスを合計５日以上利用の場合にも特別割引料金があります。詳しくはお問い合わせください。

らくらくプラン(日本払い) 2019年4月1日～4月10日・4月22日～6月30日・9月1日～9月30日貸出

車種

2019年7月1日～8月31日貸出

コンバーチブル ジープ

らくらくナビプラン(日本払い)　 2019年4月1日～4月11日・4月22日～6月30日・9月1日～9月30日貸出

2019年7月1日～8月31日貸出

2019年4月11日～4月21日貸出

車種 コンバーチブル ジープ

2019年4月11日～4月21日貸出

走行距離無制限
自動車損害賠償保険（ＬＰ）
追加自動車損害賠償保険（ＬＩＳ）

○ ○
△ＬＩＳにてカバー △ＬＩＳにてカバー

○ ○

内容

自車両損害補償制度（ＬＤＷ）
搭乗者傷害保険・携行品保険（ＰＡＩ／ＰＥＣ）
緊急医療保険（ＥＳＰ）
州税・車両税・車両登録料・空港利用税・施設使用料（ＣＦＣ）
プレミアムエマージェンシーロードサイドサービス（ＰＥＲＳ）

ＧＰＳ（カーナビ）
年齢追加料金
追加運転者申請料(４名まで）
返却時の給油不要（ＦＰＯ）

装備品（インファントシートなど）
乗り捨て料金

○ ○
○ ○
Ｘ Ｘ

Ｘ Ｘ
Ｘ Ｘ

○ ○
○ ○

Ｘ Ｘ

らくらくプラン らくらくナビプラン
＊各プランに含まれる任意保険・オプション表

○ ○

Ｘ ○

○ ○


