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2018 年 11 月 21 日 

帝都自動車交通株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：篠﨑敦）は、本年 4 月より

導入しているトヨタ アルファード“エグゼクティブラウンジ”の 10 台目を 11 月 16 日に導入しまし

た。 

■国内で人気のあるアルファードを海外 VIP にも

当社が 11月 16日に 10台目を導入するアルファードの最上級グレード“エグゼクティブラウンジ”

タイプの車輌は、2列目の“エグゼクティブラウンジシート”が特徴です。シート座面を片側 100㎜

ずつ拡大し、さらに大型アームレストを活かしてゆったりとした、エアラインのビジネスクラス並み

の座り心地となっています。シートは本革の中でもプレミアムナッパ本革を使用しており、触り心

地にもこだわっています。電動で伸縮するパワーオットマンは、どんな体格の方でもゆったりと脚

を伸ばしくつろげる姿勢となるよう、前後方向に最大 140㎜に伸縮が可能です。格納式テーブル

は高級感のある 3D 式木目調パネルを使用し、タブレットや手帳が置けるサイズになっています。

また、サードシート使用時もスイッチ操作でスムーズな乗降が可能です。 

欧米では、ワンボックスカーは実用車とみなされる傾向にありますが、トヨタ アルファードは大型

セダン車と比べ、見劣りしない存在感とゆったりとした広い空間から、日本国内では VIP や政治

家などから人気を得ています。 

当社では、この乗り心地を海外 VIPの方々にも体験していただきたく、 “エグゼクティブラウンジ”

をはじめアルファードを年内に 39台導入する予定です。 

帝都自動車交通株式会社 

当社のトヨタ アルファード 

ハイヤー事業強化で最高のおもてなし

アルファード最上級グレード “エグゼクティブラウンジ”
海外ＶＩＰ送迎車として 2018年 11月 16日（金） 10台目導入 

エグゼクティブラウンジシート
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■導入背景 

導入背景には、2020 年をはじめ、来年の新年号に伴うセレモニーやラグビーワールドカップ

2019 日本大会の開催など、今後利用増加が予想される海外富裕層や VIP の送迎車の用途が

あります。 

当社はこのほかにも海外 VIP を対象に、トヨタ ハイエースグランドキャビンを特別仕様車として

昨年度導入、本年度 9 月には新型センチュリーを導入するなどハイヤー事業に力を入れていま

す。 

 

■今後の展開 

帝都自動車交通株式会社は、今後もハイヤー事業の強化、新サービス向上に向け邁進して

いきます。 

 

■アルファード エグゼクティブラウンジシート概要 

（1）プレミアムナッパ本革シート 

（2）伸縮機構付 電動パワーオットマン（2 列目） 

（3）3D 式木目調パネル使用 格納式テーブル（2 列目） 

 

 

■会社概要 

名称： 帝都自動車交通株式会社 

代表者： 代表取締役社長 篠﨑敦 

本社所在地： 東京都中央区日本橋 1-21-5 

ホームぺージ：   http://www.teito-mot.com 

設立：         1938 年 4 月 1 日 

資本金：         500,000,000 円 

従業員数：      1,800 名 

主要事業：  ハイヤー・タクシーによる一般乗用旅客自動車運送事業 ほか 
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November 21, 2018 

Teito Motor Transportation Co., Ltd. 

Enhanced Limousine Service Offers the Highest Level of Hospitality to 

Passengers with the Top ALPHARD Model, Executive Lounge 

The tenth Executive Lounge for foreign VIPs was introduced on November 16, 2018. 

Teito Motor Transportation Co., Ltd. (headquarters: Chuo-ku, Tokyo; President: Atsushi 

Shinozaki) introduced the Toyota ALPHARD Executive Lounge model from April 2018, has 

become the tenth vehicle on November 16, 2018.  

■ Transporting Foreign VIPs by ALPHARD, a Popular Limousine in Japan

The most distinctive feature of the Executive Lounge, the top ALPHARD model, which is the 

tenth vehicle we introduced on November 16, 2018, is its seating in the rear first row. The seat is 

wider than that in the previous model by 100 mm on each side. Its large armrest allows passengers 

to sit comfortably, as if they were in the business class seat of an airplane. Moreover, the seat is 

upholstered with premium nappa leather so that a passenger can feel relaxed. Power adjustable 

ottomans can be extended back and forth to a maximum of 140 mm so that passengers of any body 

size can extend their legs for leisure and relaxation. The adjustable, stowable tables feature 

3D-type wood grain panels that give the vehicle a premium feel, and the size of these tables is big 

enough for a tablet or notebook. Passengers in the rear second row seats can get in and out of the 

vehicle smoothly using a switch. 

Minivans tend to be viewed as utility vehicles in the U.S. and Europe. However, the Toyota 

ALPHARD is as luxurious and spacious as a large sedan. Because of these features, it is highly 

regarded by VIPs and politicians in Japan. 

We introduced an ALPHARD vehicle to provide outstanding comfort to foreign VIPs. By the end 

Toyota ALPHARD Executive Lounge seating 
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of 2018, we will have a fleet of 39 ALPHARD vehicles, including the Executive Lounge. 

 

■ Reason for Introducing the Executive Lounge 

We introduced the vehicle because we believe that demand for transportation of wealthy foreign 

guests and VIPs will grow leading up to 2020, due to official ceremonies commemorating the 

adoption of a new era name for Japan and the Rugby World Cup 2019 final in the country. 

We have focused on the limousine service business, targeting foreign VIPs. Specifically, we 

introduced the customized Toyota Hiace Grand Cabin vehicles last year as well as the new Century 

vehicle models in September 2018. 

 

Our Commitment to Limousine Service 

TEITO Motor Transportation will make continued efforts to reinforce the limousine service 

business while introducing new and upgraded services.   

 

■ Principal Features of ALPHARD  

Executive Lounge Seating  

(1) Premium napper leather upholstered seating  

(2) Power adjustable ottomans (rear first row) 

(3) Folding tables featuring 3D-type wood grain panels 

(rear first row) 

 

Corporate Profile 

Company Name: Teito Motor Transportation Co., Ltd. 

Representative: Atsushi Shinozaki, President and Representative Director 

Head Office:  1-21-5 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

Website: http://www.teito-mot.com 

Established: April 1, 1938 

Paid-in Capital: 500,000,000 yen 

Number of Employees: 1,800 

Principal Business: General passenger transportation services by limousine and taxi 


