
クラス 主要車種 大人 現地支払額 クーポン額面 現地支払額 クーポン額面 現地支払額 クーポン額面

1 ¥5,590 ¥950 ¥7,240 ¥950 ¥13,870 ¥950

ヴィッツ 2 ¥4,580 ¥1,900 ¥6,230 ¥1,900 ¥12,860 ¥1,900

パッソ 3 ¥3,570 ¥2,850 ¥5,220 ¥2,850 ¥11,850 ¥2,850

ヤリス 4 ¥2,560 ¥3,800 ¥4,210 ¥3,800 ¥10,840 ¥3,800

5 ¥1,610 ¥4,750 ¥3,260 ¥4,750 ¥9,890 ¥4,750

通常料金

ヤリスハイブリッド 1 ¥7,750 ¥950 ¥9,280 ¥950 ¥17,340 ¥950

アクア 2 ¥6,740 ¥1,900 ¥8,270 ¥1,900 ¥16,330 ¥1,900

ヴィッツハイブリット 3 ¥5,730 ¥2,850 ¥7,260 ¥2,850 ¥15,320 ¥2,850

カローラアクシオ 4 ¥4,720 ¥3,800 ¥6,250 ¥3,800 ¥14,310 ¥3,800

カローラツーリング 5 ¥3,770 ¥4,750 ¥5,300 ¥4,750 ¥13,360 ¥4,750

通常料金

1 ¥9,790 ¥950 ¥11,730 ¥950 ¥21,730 ¥950

プリウス 2 ¥8,780 ¥1,900 ¥10,720 ¥1,900 ¥20,720 ¥1,900

カローラハイブリッド 3 ¥7,770 ¥2,850 ¥9,710 ¥2,850 ¥19,710 ¥2,850

アリオン 4 ¥6,760 ¥3,800 ¥8,700 ¥3,800 ¥18,700 ¥3,800

5 ¥5,810 ¥4,750 ¥7,750 ¥4,750 ¥17,750 ¥4,750

通常料金

1 ¥9,790 ¥950 ¥12,750 ¥950 ¥22,150 ¥950

2 ¥8,780 ¥1,900 ¥11,740 ¥1,900 ¥21,140 ¥1,900

シエンタハイブリット 3 ¥7,770 ¥2,850 ¥10,730 ¥2,850 ¥20,130 ¥2,850

ウィッシュ 4 ¥6,760 ¥3,800 ¥9,720 ¥3,800 ¥19,120 ¥3,800

5 ¥5,750 ¥4,750 ¥8,710 ¥4,750 ¥18,110 ¥4,750

6 ¥4,740 ¥5,700 ¥7,700 ¥5,700 ¥17,100 ¥5,700

7 ¥3,790 ¥6,650 ¥6,750 ¥6,650 ¥16,150 ¥6,650

通常料金

1 ¥14,690 ¥950 ¥19,690 ¥950 ¥34,890 ¥950

2 ¥13,680 ¥1,900 ¥18,680 ¥1,900 ¥33,880 ¥1,900

ノア・VOXY（8人乗り） 3 ¥12,670 ¥2,850 ¥17,670 ¥2,850 ¥32,870 ¥2,850

ノア・VOXYハイブリット 4 ¥11,660 ¥3,800 ¥16,660 ¥3,800 ¥31,860 ¥3,800

（7人乗り） 5 ¥10,650 ¥4,750 ¥15,650 ¥4,750 ¥30,850 ¥4,750

6 ¥9,640 ¥5,700 ¥14,640 ¥5,700 ¥29,840 ¥5,700

7 ¥8,630 ¥6,650 ¥13,630 ¥6,650 ¥28,830 ¥6,650

8 ¥7,680 ¥7,600 ¥12,680 ¥7,600 ¥27,880 ¥7,600

通常料金

1 ¥17,240 ¥950 ¥22,650 ¥950 ¥40,500 ¥950

2 ¥16,230 ¥1,900 ¥21,640 ¥1,900 ¥39,490 ¥1,900

ヴェルファイア等 3 ¥15,220 ¥2,850 ¥20,630 ¥2,850 ¥38,480 ¥2,850

（8人乗り） 4 ¥14,210 ¥3,800 ¥19,620 ¥3,800 ¥37,470 ¥3,800

5 ¥13,200 ¥4,750 ¥18,610 ¥4,750 ¥36,460 ¥4,750

6 ¥12,190 ¥5,700 ¥17,600 ¥5,700 ¥35,450 ¥5,700

7 ¥11,180 ¥6,650 ¥16,590 ¥6,650 ¥34,440 ¥6,650

8 ¥10,230 ¥7,600 ¥15,640 ¥7,600 ¥33,490 ¥7,600

通常料金

1 ¥21,740 ¥950 ¥25,140 ¥950 ¥43,890 ¥950

2 ¥20,730 ¥1,900 ¥24,130 ¥1,900 ¥42,880 ¥1,900

3 ¥19,720 ¥2,850 ¥23,120 ¥2,850 ¥41,870 ¥2,850

4 ¥18,710 ¥3,800 ¥22,110 ¥3,800 ¥40,860 ¥3,800

ハイエース 5 ¥17,700 ¥4,750 ¥21,100 ¥4,750 ¥39,850 ¥4,750

グランドキャビン 6 ¥16,690 ¥5,700 ¥20,090 ¥5,700 ¥38,840 ¥5,700

（10人乗り） 7 ¥15,680 ¥6,650 ¥19,080 ¥6,650 ¥37,830 ¥6,650

8 ¥14,670 ¥7,600 ¥18,070 ¥7,600 ¥36,820 ¥7,600

9 ¥13,660 ¥8,550 ¥17,060 ¥8,550 ¥35,810 ¥8,550

10 ¥12,650 ¥9,500 ¥16,050 ¥9,500 ¥34,800 ¥9,500

通常料金
※車種指定・トヨタレンタカー安心Wプラン加入は別途料金が加算されます

※オプションは通常料金です

※大人950円。切符を持っている子供がいたら480円引きです。

（例：大人２人・子供１人の場合、大人２人料金から480円引く。）

※未就学児はキップの発行がない為、割引の対象外です。

¥15,400

スタンダード

¥11,000 ¥13,200 ¥24,200

漫遊マル得クーポン　特別料金表（現地お支払額）

12時間 24時間 48時間

エコノミー　　プラス

¥8,800 ¥10,450 ¥19,250

エコノミー

¥6,600 ¥8,250

W１

クラス

¥11,000 ¥14,300 ¥25,300

Ｗ２

クラス

¥16,500 ¥22,000 ¥38,500

Ｗ３

クラス

¥19,250 ¥25,300 ¥44,550

Ｗ4
クラス

¥23,100 ¥28,600 ¥48,400


