キャンピングカー 種別

2017年4月1日〜2018年3月31日

アルティマ

アルティマ プラス

カスケード

ビーチ

サンセット

リバー

定員 2名

定員 大人2名 + 子ども1名

定員 4名

定員 4名

定員 大人4名 + 子ども2名

定員 6名

ニュージーランドらしい
バーベキュー設備付き

3人家族にぴったり

スタイリッシュな旅に

プライベートな
空間を満喫

究極の快適空間

ファミリー向けの
広さと収納

• ダブルでもツインでも使え
る後部ベッド、前方にはシン
グル
• バーベキュー設備付き
• 太陽光発電完備
• 外付けテーブル

• ダブルベッド 2台
• オーニング付き
• 太陽光発電完備
• バックカメラ搭載
• 外部収納ロッカー
• 自転車用ラック取り付け可
（ラックおよび自転車の
レンタルは別料金）

ultima

ultima plus

• ダブルかツインを
選べます
• バーベキュー設備付き
• 太陽光発電完備
• 収納スペースもたっぷり
• 外付けテーブル

cascade

安心の保険付き
車両はすべて保険付きで、
車両はもちろん第三者所有物に対する損害も補償しています。レンタル価格
に含まれている標準的な保険料は、
ご利用のお客様に$7,500の一時保証金を預け入れていただくことを
前提に設定されています。
一時保証金は車両の借り出しの際にクレジットカードに請求します。後日、
返
却時に損害のないことを確認した上で返金手続きを行います。
この保証金は、
レンタル料に加えて、
免責
軽減オプションかマウイインクルーシブパックを購入すると無料になります。

免責軽減オプション

beach

•
•
•
•
•

ダブルベッド 2台
オーニング付き
太陽光発電完備
バックカメラ搭載
外部収納ロッカー

1年
未満

sunset

•
•
•
•
•

ダブルベッド 3台
オーニング付き
太陽光発電完備
バックカメラ搭載
外部収納ロッカー

また、
ご利用規約およびウェブサイト www.maui.co.nz に例外として記載されて
いるものを除き、免責額がゼロとなります。

マウイ インクルーシブ パック

旅の安心を支える手配をひとまとめにしたパッケージです。念のために追加しておいてよかっ
た、
と思っていただけるはずです。
1日あたり $55 (料金上限 $2,750)
含まれるもの：
• 免責軽減オプション
（借り出しの際の一時保証金が免除となります。
クレジットカード情報のみ
お預かりし、
請求は発生しません。
）
• 車両転倒時の補償
（1件）
• Wi-Fi、
1GBのデータ込み
• 追加ドライバー料金
• リネン交換
マウイの
• ピクニックテーブル
おすすめ
• 乗車人数分のピクニックチェア
• チャイルドシート
（必要に応じて）
• タイヤチェーン搭載
（必要に応じて）
• ポータブル式ファンヒーター
（必要に応じて）

注：クレジットカードをご利用の場合はビザおよびマスターカードでは 2%、
アメリカンエキス
プレスでは 4.6% の手数料
（返金対象外）
が加算されます。なお、一時保証金をお預かりする際
にもクレジットカードの手数料はかかります。一時保証金および万一の際の請求先となるクレ
ジットカードはお客様ご本人のものでなければなりません。

マウイ ツアーとサービス
ワイナリー ヘブンズ

美しいブドウ園を見渡せる場所で目覚める体験をしてみませんか。
1泊 NZ$140

キャンピングカーの旅の途中、
とっておきの場所で一夜を過ごしていただけます。
２名様分のグルメバスケットとワイン１本付き。

ドライバー無料
ニュージーランドの大自然を無料で
ワイトモのツチボタル洞窟とルアクリ洞窟、
アラヌイ洞窟ではマウイの
ドライバーは無料で入場できます。

車載タブレット
ナビゲーションに便利なGPSタブレットをご活用ください。
WIFIのホットスポット機能
付きで、
キャンピングカーの使い方やオートキャンプ場とガソリンスタンドの探し方、
アクティビティの予約方法をご案内するビデオがご覧いただけます。

他にもいろいろ

•
•
•
•
•

ダブルベッド 3台
オーニング付き
太陽光発電完備
バックカメラ搭載
外部収納ロッカー

マウイ エリート
マウイのアルティマ、
アルティマプラス、
ビーチ、
リバーを対象に
1日あたり $35の追加料金で借り出し時に1年未満の車両を確
保してお渡しします。

1日あたり $45 (料金上限 $2,250)

免責軽減オプションを購入すると、
一時保証金が免除となります
（借り出しの際は
クレジットカード情報のみお預かりし、
請求は発生しません）
。

river

設備と備品
マウイでは新車として納品されてから２年半以内の最高品質のキャンピングカーをご予約いただ
いたとおりのベッド配置でご提供しています。全車両オートマ式、
ターボディーゼルエンジン搭載。
運転席のある前方はエアコン完備、
暖房は全空間に完備し、
冷蔵庫、
ガスコンロ、電子レンジ
（カス
ケードを除く）
、
トイレ、
シャワー、
DVDプレイヤーと薄型モニターが標準装備となっています。

清潔なリネンと食器、
調理器具、
ワイングラス、
コーヒープランジャーといった基本的な必需品や、
リビング周りの備品も揃っています。
なおマウイではスーツケースよりも収納の簡単なソフトバッグ
のご使用をおすすめしています。

追加手配オプション

エクスプレス リターン パック

返却手続きを最短に。レンタル1件につき $299より
（16日以上は $399、
レンタル
期間および原油価格の変動によって異なります）
含まれるもの：
• ガスボンベ 充填不要
• ガソリン 給油不要
• トイレと廃水の処理サービス

• ロードユーザーチャージ
• キー返却エクスプレス
（免責軽減オプ
ションもしくはインクルーシブパックを
併用された場合のみ）

よくあるご質問 Q＆A
レンタル期間に制限はありますか。
はい、
最短日数、
最長期間とも決まっています。
ただし時期により変動が
ありますので、www.maui.co.nz をご覧になるか、
ご利用の旅行代理店を通じ
てお問い合わせください。
特別な免許は必要ですか。
有効な普通自動車運転免許が必要です。
なお、
ドライバーは21才以上でなけ
ればなりません。
また、
日本の運転免許証は英語表記ではないので、国際運
転許可証か正式な英文翻訳文書（自動車運転免許証抜粋証明）
も携帯してく
ださい。

受け渡し場所はどこになりますか。
マウイの営業所はオークランド、
クライストチャーチ、
クィーンズタウンにあり
ます。
毎日 8:00am から 4:30pmまで営業しています
（12月25日のみ休業）ニュー
ジーランドの祝祭日の受け渡しには、
$50の追加料金がかかります。
また、
クラ
イストチャーチとクィーンズタウンでの受け渡しには配車料金が加算されます。
クライストチャーチ発オークランド着の行程では特別料金で利用できる場合が
あります。
詳しくは直接お問い合わせください。
注記 このパンフレットは概要を簡単にまとめたものです。
詳しくは www.maui.co.nz をご覧ください。

レンタカーも取り扱っております

ファームやオリーブ園に滞在するローカルステイ、
DOC
（環境保全省）
管轄キャンプ場を利用するためのパス、ホリデーパーク用のパス、
ミルフォード・エクスプローラーの日帰り旅行などもございます

