
マルチアイランド料金表 (料金は予告なく変更される場合がございます。)
販売条件：ハワイ州、2島以上でかつ合計5日間以上のレンタルに適用。
予約方法：ダラーレンタカーに電話予約
料金算出：2島以上のレンタル日数を合計し、下記料金表よりご案内ください。

オフピーク料金表 (借出⽇：９⽉1⽇〜１２⽉１４⽇、２０２０年１⽉１⽇〜３⽉３１⽇) ピーク料金表 (借出⽇：２０１９年７⽉１⽇〜８⽉３１⽇、１２⽉１５⽇〜３１⽇)

らくらくGPSプラン らくらくGPSプラン
車種 / 合計日数 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間 車種 / 合計日数 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間
エコノミー ¥44,900 ¥44,900 ¥44,900 ¥53,900 ¥62,900 ¥71,900 エコノミー ¥49,600 ¥49,600 ¥49,600 ¥59,600 ¥69,500 ¥79,400
コンパクト ¥49,500 ¥49,500 ¥49,500 ¥59,400 ¥69,300 ¥79,200 コンパクト ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥61,900 ¥72,700 ¥83,500
ミッドサイズ ¥51,400 ¥51,400 ¥51,400 ¥61,700 ¥71,900 ¥82,300 ミッドサイズ ¥56,100 ¥56,100 ¥56,100 ¥67,400 ¥78,600 ¥89,800
フルサイズ ¥54,300 ¥54,300 ¥54,300 ¥65,200 ¥76,100 ¥86,900 フルサイズ ¥58,900 ¥58,900 ¥58,900 ¥70,700 ¥82,500 ¥94,300
ラグジュアリー ¥64,300 ¥64,300 ¥64,300 ¥77,200 ¥90,100 ¥102,900 ラグジュアリー ¥73,600 ¥73,600 ¥73,600 ¥88,400 ¥103,100 ¥111,800
オープンカー ¥68,600 ¥68,600 ¥68,600 ¥82,400 ¥96,100 ¥109,800 オープンカー ¥77,900 ¥77,900 ¥77,900 ¥93,500 ¥109,100 ¥124,600
ジープ・ラングラー ¥62,300 ¥62,300 ¥62,300 ¥74,800 ¥87,200 ¥99,700 ジープ・ラングラー ¥71,600 ¥71,600 ¥71,600 ¥85,900 ¥100,200 ¥114,500
SUV ¥67,400 ¥67,400 ¥67,400 ¥80,900 ¥94,300 ¥107,900 SUV ¥76,700 ¥76,700 ¥76,700 ¥92,100 ¥107,400 ¥122,700
ミニバン ¥59,300 ¥59,300 ¥59,300 ¥71,200 ¥83,400 ¥94,900 ミニバン ¥68,600 ¥68,600 ¥68,600 ¥82,400 ¥96,100 ¥109,800

らくらくプラン らくらくプラン
車種 / 合計日数 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間 車種 / 合計日数 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間
エコノミー ¥38,300 ¥38,300 ¥38,300 ¥45,900 ¥53,700 ¥61,300 エコノミー ¥42,900 ¥42,900 ¥42,900 ¥51,500 ¥60,100 ¥68,700
コンパクト ¥42,900 ¥42,900 ¥42,900 ¥51,500 ¥60,100 ¥68,700 コンパクト ¥47,500 ¥47,500 ¥47,500 ¥56,900 ¥66,500 ¥75,900
ミッドサイズ ¥44,800 ¥44,800 ¥44,800 ¥53,800 ¥62,800 ¥71,700 ミッドサイズ ¥49,500 ¥49,500 ¥49,500 ¥59,400 ¥69,300 ¥79,200
フルサイズ ¥47,700 ¥47,700 ¥47,700 ¥57,300 ¥66,800 ¥76,300 フルサイズ ¥52,300 ¥52,300 ¥52,300 ¥62,800 ¥73,300 ¥83,700
ラグジュアリー ¥57,700 ¥57,700 ¥57,700 ¥69,300 ¥80,800 ¥92,300 ラグジュアリー ¥66,900 ¥66,900 ¥66,900 ¥80,300 ¥93,700 ¥10,800
オープンカー ¥61,900 ¥61,900 ¥61,900 ¥74,300 ¥86,700 ¥99,100 オープンカー ¥71,300 ¥71,300 ¥71,300 ¥85,600 ¥99,800 ¥114,000
ジープ・ラングラー ¥55,700 ¥55,700 ¥55,700 ¥66,700 ¥77,900 ¥89,100 ジープ・ラングラー ¥64,900 ¥64,900 ¥64,900 ¥77,900 ¥90,900 ¥103,900
SUV ¥60,800 ¥60,800 ¥60,800 ¥72,900 ¥85,100 ¥97,300 SUV ¥70,100 ¥70,100 ¥70,100 ¥84,100 ¥98,100 ¥112,100
ミニバン ¥52,700 ¥52,700 ¥52,700 ¥63,300 ¥73,800 ¥84,400 ミニバン ¥61,900 ¥61,900 ¥61,900 ¥74,300 ¥86,700 ¥99,100

ベーシック ベーシック
車種 / 合計日数 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間 車種 / 合計日数 5日間 6日間 7日間 8日間 9日間 10日間
エコノミー ¥14,200 ¥14,200 ¥14,200 ¥17,100 ¥19,900 ¥22,800 エコノミー ¥18,900 ¥18,900 ¥18,900 ¥22,600 ¥26,400 ¥30,200
コンパクト ¥17,800 ¥17,800 ¥17,800 ¥21,300 ¥24,800 ¥28,400 コンパクト ¥22,400 ¥22,400 ¥22,400 ¥26,800 ¥31,300 ¥35,800
ミッドサイズ ¥19,200 ¥19,200 ¥19,200 ¥23,100 ¥26,900 ¥30,800 ミッドサイズ ¥23,900 ¥23,900 ¥23,900 ¥28,600 ¥33,400 ¥38,200
フルサイズ ¥21,500 ¥21,500 ¥21,500 ¥25,700 ¥29,900 ¥34,300 フルサイズ ¥26,100 ¥26,100 ¥26,100 ¥31,300 ¥36,500 ¥41,700
ラグジュアリー ¥29,100 ¥29,100 ¥29,100 ¥34,900 ¥40,800 ¥46,600 ラグジュアリー ¥38,400 ¥38,400 ¥38,400 ¥46,100 ¥53,700 ¥61,400
オープンカー ¥32,500 ¥32,500 ¥32,500 ¥38,900 ¥45,400 ¥51,900 オープンカー ¥41,700 ¥41,700 ¥41,700 ¥49,900 ¥58,400 ¥66,700
ジープ・ラングラー ¥27,600 ¥27,600 ¥27,600 ¥33,100 ¥38,600 ¥44,100 ジープ・ラングラー ¥36,800 ¥36,800 ¥36,800 ¥44,200 ¥51,600 ¥58,900
SUV ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥37,800 ¥44,100 ¥50,400 SUV ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥48,900 ¥57,100 ¥65,200
ミニバン ¥25,300 ¥25,300 ¥43,470 ¥30,400 ¥35,400 ¥40,500 ミニバン ¥34,600 ¥34,600 ¥34,600 ¥41,500 ¥48,400 ¥55,300


