
２０１８年上期クーポン料金　ハワイ（空港営業所）（利用開始日２０１８年４月１日～９月３０日）

CLASS SIPP

A エコノミー ECAR Daily ¥12,600 ¥10,800 ¥5,700 ¥13,800 ¥11,800 ¥6,400

Weekly ¥53,200 ¥45,700 ¥22,800 ¥58,500 ¥50,100 ¥25,900

B コンパクト2/4ドア CCAR Daily ¥12,900 ¥11,100 ¥6,000 ¥14,100 ¥12,100 ¥6,700

Weekly ¥54,600 ¥47,100 ¥24,000 ¥59,900 ¥51,500 ¥27,100

C ﾐｯﾄﾞｻｲｽﾞ/インターミディエイト ICAR Daily ¥13,600 ¥11,800 ¥6,800 ¥14,800 ¥12,800 ¥7,500

Weekly ¥57,500 ¥50,100 ¥27,200 ¥62,800 ¥54,500 ¥30,300

F フルサイズ4ドア FCAR Daily ¥14,400 ¥12,600 ¥7,600 ¥15,600 ¥13,600 ¥8,300

Weekly ¥60,900 ¥53,500 ¥30,400 ¥66,200 ¥57,900 ¥33,500

I ラグジュアリー LCAR Daily ¥19,100 ¥17,300 ¥11,000 ¥20,300 ¥18,300 ¥11,700

Weekly ¥80,800 ¥73,400 ¥44,000 ¥86,100 ¥77,800 ¥47,100

L スタンダードSUV SFAR Daily ¥19,100 ¥17,300 ¥11,000 ¥20,300 ¥18,300 ¥11,700

Weekly ¥80,900 ¥73,500 ¥44,000 ¥86,200 ¥77,900 ¥47,100

R ミニバン MVAR Daily ¥19,100 ¥17,300 ¥11,000 ¥20,300 ¥18,300 ¥11,700

Weekly ¥80,900 ¥73,500 ¥44,000 ¥86,200 ¥77,900 ¥47,100

U コンバーチブル STAR Daily ¥20,500 ¥18,700 ¥12,200 ¥21,700 ¥19,700 ¥12,900

Weekly ¥86,800 ¥79,400 ¥48,800 ¥92,100 ¥83,800 ¥51,900

T ラージSUV FFAR Daily ¥22,200 ¥20,400 ¥14,000 ¥23,400 ¥21,400 ¥14,700

Weekly ¥94,000 ¥86,700 ¥56,000 ¥99,300 ¥91,100 ¥59,100

V Jeep Wrangler IJAR Daily ¥18,100 ¥16,400 ¥11,000 ¥19,300 ¥17,400 ¥11,700

Weekly ¥76,600 ¥69,400 ¥44,000 ¥81,900 ¥73,800 ¥47,100

◆おまかせ！ナビUSA・クーポン
【料金に含まれるもの】

【料金に含まれないもの】　＊現地での精算
ESP（緊急医療保険）、年齢追加料金、チャイルドシート、、乗り捨て料金、アップグレードチャージ、その他追加オプション、料金に含まれないものに対する諸税

◆おまかせ！USA・クーポン
【料金に含まれるもの】

【料金に含まれないもの】　＊現地での精算

◆ベーシック USA・クーポン
【料金に含まれるもの】
走行距離無制限、LDW（車両損害補償制度）

【料金に含まれないもの】　＊現地での精算
◎必ずかかるもの
車両登録料、クーポン料金に対する施設使用料および州税
◎任意保険、オプション

◎営業所またはクーポンの種類により、上記料金でご利用いただけない場合がございます。詳しくは予約時にご確認ください。

ハーツレンタカー予約センター
0120-489882

９：００～１８：００　（土日祝日除く）

おまかせ！USA・
クーポン

ベーシック USA・
クーポン

走行距離無制限、車両登録料、FPO(返却時の給油不要)、LDW（車両損害補償制度）、PAI（搭乗者傷害保険）/PEC（携行品保険）、　　　LIS（追加自動車損害賠償保
険）*1、追加運転者申請料（4名分）、PERS（プレミアム・エマージェンシー・ロードサイド・サービス）、ネバーロスト（ナビゲーション）料金、施設使用料、州税

走行距離無制限、車両登録料、FPO(返却時の給油不要)、LDW（車両損害補償制度）、PAI（搭乗者傷害保険）/PEC（携行品保険）、LIS（追加自動車損害賠償保険）
*1、追加運転者申請料（4名分）、PERS（プレミアム・エマージェンシー・ロードサイド・サービス）、施設使用料、州税

ネバーロスト（ナビゲーション）料金、ESP（緊急医療保険）、年齢追加料金、チャイルドシート、乗り捨て料金、アップグレードチャージ、その他追加オプション、料金に含
まれないものに対する諸税

FPO(返却時の給油不要)、PAI（搭乗者傷害保険）/PEC（携行品保険）、LIS（追加自動車損害賠償保険）*1、ESP（緊急医療保険）、年齢追加料金、追加運転者申請
料、ネバーロスト（ナビゲーション）料金、チャイルドシート、PERS（プレミアム・エマージェンシー・ロードサイド・サービス）、乗り捨て料金、アップグレードチャージ、その
他追加オプション

*1　自動車損害賠償保険の1事故あたりの補償限度額が、対人・対物合計100万ドルとなります。また、無保険者または保険補償額が十分でない相手と事故になった
場合でもカバーされます。

通常料金
ハイシーズン料金

（利用開始日２０１８年７月16日～８月15日）

おまかせ！ナビ
USA・クーポン

おまかせ！USA・
クーポン

ベーシック USA・
クーポン

おまかせ！ナビ
USA・クーポン



２０１８年上期クーポン料金　ハワイ（空港以外）　（利用開始日２０１８年４月１日～９月３０日）

CLASS SIPP

A エコノミー ECAR Daily ¥14,000 ¥12,200 ¥7,200 ¥15,200 ¥13,200 ¥7,900

Weekly ¥59,200 ¥51,700 ¥28,800 ¥64,500 ¥56,100 ¥31,900

B コンパクト2/4ドア CCAR Daily ¥14,300 ¥12,500 ¥7,500 ¥15,500 ¥13,500 ¥8,200

Weekly ¥60,600 ¥53,100 ¥30,000 ¥65,900 ¥57,500 ¥33,100

C ﾐｯﾄﾞｻｲｽﾞ/インターミディエイト ICAR Daily ¥15,100 ¥13,300 ¥8,200 ¥16,300 ¥14,300 ¥8,900

Weekly ¥64,000 ¥56,500 ¥32,800 ¥69,300 ¥60,900 ¥35,900

F フルサイズ4ドア FCAR Daily ¥15,900 ¥14,100 ¥9,000 ¥17,100 ¥15,100 ¥9,700

Weekly ¥67,300 ¥59,900 ¥36,000 ¥72,600 ¥64,300 ¥39,100

I ラグジュアリー LCAR Daily ¥20,600 ¥18,900 ¥12,400 ¥21,800 ¥19,900 ¥13,100

Weekly ¥87,300 ¥79,900 ¥49,600 ¥92,600 ¥84,300 ¥52,700

L スタンダードSUV SFAR Daily ¥20,600 ¥18,900 ¥12,400 ¥21,800 ¥19,900 ¥13,100

Weekly ¥87,400 ¥79,900 ¥49,600 ¥92,700 ¥84,300 ¥52,700

R ミニバン MVAR Daily ¥20,600 ¥18,900 ¥12,400 ¥21,800 ¥19,900 ¥13,100

Weekly ¥87,400 ¥79,900 ¥49,600 ¥92,700 ¥84,300 ¥52,700

U コンバーチブル STAR Daily ¥21,900 ¥20,200 ¥13,700 ¥23,100 ¥21,200 ¥14,400

Weekly ¥92,900 ¥85,400 ¥54,800 ¥98,200 ¥89,800 ¥57,900

T ラージSUV FFAR Daily ¥22,700 ¥20,900 ¥15,500 ¥23,900 ¥21,900 ¥16,200

Weekly ¥96,100 ¥88,900 ¥62,000 ¥101,400 ¥93,300 ¥65,100

V Jeep Wrangler IJAR Daily ¥20,600 ¥18,800 ¥12,400 ¥21,800 ¥19,800 ¥13,100

Weekly ¥87,400 ¥79,900 ¥49,600 ¥92,700 ¥84,300 ¥52,700

◆おまかせ！ナビUSA・クーポン
【料金に含まれるもの】

【料金に含まれないもの】　＊現地での精算
ESP（緊急医療保険）、年齢追加料金、チャイルドシート、、乗り捨て料金、アップグレードチャージ、その他追加オプション、料金に含まれないものに対する諸税

◆おまかせ！USA・クーポン
【料金に含まれるもの】

【料金に含まれないもの】　＊現地での精算

◆ベーシック USA・クーポン
【料金に含まれるもの】
走行距離無制限、LDW（車両損害補償制度）

【料金に含まれないもの】　＊現地での精算
◎必ずかかるもの
車両登録料、クーポン料金に対する施設使用料および州税
◎任意保険、オプション

◎営業所またはクーポンの種類により、上記料金でご利用いただけない場合がございます。詳しくは予約時にご確認ください。

ハーツレンタカー予約センター
0120-489882

９：００～１８：００　（土日祝日除く）

おまかせ！USA・
クーポン

ベーシック USA・
クーポン

走行距離無制限、車両登録料、FPO(返却時の給油不要)、LDW（車両損害補償制度）、PAI（搭乗者傷害保険）/PEC（携行品保険）、LIS（追加自動車損害賠償保険）
*1、追加運転者申請料（4名分）、PERS（プレミアム・エマージェンシー・ロードサイド・サービス）、ネバーロスト（ナビゲーション）料金、施設使用料、州税

走行距離無制限、車両登録料、FPO(返却時の給油不要)、LDW（車両損害補償制度）、PAI（搭乗者傷害保険）/PEC（携行品保険）、LIS（追加自動車損害賠償保険）
*1、追加運転者申請料（4名分）、PERS（プレミアム・エマージェンシー・ロードサイド・サービス）、施設使用料、州税

ネバーロスト（ナビゲーション）料金、ESP（緊急医療保険）、年齢追加料金、チャイルドシート、乗り捨て料金、アップグレードチャージ、その他追加オプション、料金に含
まれないものに対する諸税

FPO(返却時の給油不要)、PAI（搭乗者傷害保険）/PEC（携行品保険）、LIS（追加自動車損害賠償保険）*1、ESP（緊急医療保険）、年齢追加料金、追加運転者申請
料、ネバーロスト（ナビゲーション）料金、チャイルドシート、PERS（プレミアム・エマージェンシー・ロードサイド・サービス）、乗り捨て料金、アップグレードチャージ、その
他追加オプション

*1　自動車損害賠償保険の1事故あたりの補償限度額が、対人・対物合計100万ドルとなります。また、無保険者または保険補償額が十分でない相手と事故になった
場合でもカバーされます。

通常料金
ハイシーズン料金

（利用開始日２０１８年７月16日～８月15日）

おまかせ！ナビ
USA・クーポン

おまかせ！USA・
クーポン

ベーシック USA・
クーポン

おまかせ！ナビ
USA・クーポン


