
・ミニ ・3シリーズワゴン ・5シリーズワゴン ･X3

・1シリーズ ・4シリーズ ･6シリーズ ･X4

・3シリーズ ・5シリーズ ･7シリーズ ･X5

・Z4クーペ ･ミニクラブマン ・M6グランクーペ ･X6

・Z3 ・2シリーズ ･ミニクロスオーバー ・X1

・Aクラス ・CLS ・CLクラス ・Mクラス

・Bクラス ・Cクラスワゴン ・Eクラスワゴン ・GLS

・Cクラス ・Eクラス ・SLクラス ・バネオ

・SLK ・GLE ・Sクラス ・ピアノ

・CLK ・GLC ・Gクラス

・Vクラス

・S30 ・S60 ・XC70 ・XC90

・V40 ・S80 ・S90

・S70 ・V50 ・V90

・C40 ・XC60

・A１ ・A6 ・A3スポーツバック ・A8 ・S8 ・Q7

・A3 ・S3 ・A4アバント ・S4 ・Q5

・A4 ・A6アバント ・S6

・A5 ・Q3 ・RS

・TTクーペ ・R8

・UP! ・ゴルフワゴン ・アルテオン ・トゥーラン ・シャラン

・ポロ ・ザ,ビートル ・オールトラック ・ティグアン ・トゥアレグ

・ゴルフ ・パサート

・アストラ ・アストラワゴン

・ザフィーラ ・シグナム

・メリーバ

・208 ・307ブレーク ・508SW

・308 ・308SW ・5008

・3008 ・2008

・508 ・RCZ

・カングー ・ルーテシア ・カジャー

・メガーヌ

・イヴォーグ ・フリーランダー

・レンジローバー

・ディスカバリー

・バルケッタ 500X

・パンダ

・ムルティブラ

・500

・Xタイプ ・XJ ・Eペイス ・Fペイス

・XE ・XK

・XF

・ボクスター ・911 ・マカン ・カイエン

・928 ・パナメーラ

・968

・ケイマン

・ミト ・Alfa 166

・Alfa GT ・ジュリア

・Alfa Brera ・ジュリエッタ

・C3 ・C4ピカソ ・C5ツアラー

・C4 ・C5 ・C4スペースツアラー

・DS3 ・DS4

・DS5

・9-3　 ・9-3スポーツエステート ・9-5　エステート

・9-5　セダン ・9-3X

・ロータスエリーゼ ・PTクルーザー ・ダッジチャージャー ・エスカレード ・ハマー

・マセラティ ・アストロ ・フェラーリ

・ランボルギーニ

・ロールスロイス

　●上記価格は参考価格です。 　●塗装状態、色によって価格が変動する場合もございます。

　●上記価格は、消費税は含まれておりません。 　●上記は、2019年4月現在の価格となっております。

　●鉄粉除去・水アカ等の前処理加工が必要な場合には、別途お見積りが必要となります。

280,000円 300,000円

登録1ヵ月以上（既販車） 188,000円～ 210,000円～ 260,000円～ 332,000円～ 352,000円～

サーヴ

その他

新車施工価格 160,000円 180,000円 220,000円

ランドローバー

フィアット

ジャガー

ポルシェ

アルファロメオ

シトロエン

ボルボ

アウディ

VW

オペル

プジョー

ルノー

輸入車施工価格表

乗用・ミニバン・RV

ＢＭＷ

ベンツ



乗用車 1BOX・RV

･アルト ・エブリィ ・SX４ ・ソリオ ・エスクード ・ランディ

・ラパン ・ハスラー ・バレーノ

・ジムニー ・イグニス

・ワゴンR

・スペーシア

・プレオ ・シフォン ・ジャスティ ・インプレッサ ・レヴォーグ

・ステラ ・インプレッサワゴン ・WRX

・ディアス ・BRZ ・XV

・アウトバック

・フォレスター

・ミラ ・アトレー ・メビウス ・アルティス

・コペン ・タント ・ブーン

・キャスト ・ウエイク ・トール

・トコット ・ムーブ

・i Q ・bB ・プリウス ・プリウスアルファ ・クラウンマジェスタ ・ヴォクシー ・アルファード

・ピクシス ・アクア ・アリオン ・クラウン ・レクサス‐GS ・ノア ・ハイエース

・ヴィッツ ・プレミオ ・クラウンワゴン ・レクサス‐LS ・エクスファイア ・ヴェルファイア

・カローラ ・86 ・マークＸ ・レクサス‐LC ・ハリアー ・エスティマ

・パッソ ・オーリス ・カムリ ・レクサス‐RX ・ランドクルーザー

・ポルテ ・CH-R ・レクサス‐I S ・レクサス‐NX ・ハイラックスサーフ

・スペイド ・カローラフィルダー ・レクサス‐SC ・プラド

・タンク ・サクシード ・レクサス‐CT200h ・センチュリー

・ルーミー ・ミライ ・レクサス‐RC ・レクサス‐LX

・シエンタ

・ピノ ・モコ ・キューブ ・ジューク ・スカイライン ・フーガ ・セレナ ・エルグランド

・デイズ ・マーチ ・リーフ ・フェアレディZ ・ティアナ ・エクストレイル ・キャラバン

・ノート ・GT-R ・サファリショート ・プレジデント

・サファリロング

・N-ONE ・アクティ ・グレイス ・アコード ・レジェンド ・オデッセイ ・エリシオン

・S-660 ・N-BOX ・フリード ・シャトル ・ジェイド ・ステップワゴン ・NSX

・N-WGN ・フィット ・インサイト ・CR-V

・S2000 ・シビック ・ヴェゼル

・ヴェゼル

・キャロル ・フレアワゴン ・デミオ ・アクセラ ・アテンザワゴン ・MPV ・CX-8

・スクラム ・ロードスター ・アテンザ ・CX-5

・CX-3

・ミニカ ・ek ・トライトン ・パジェロイオ ・エクリプスクロス ・アウトランダー ・デリカD5

・i ・パジェロミニ（注1） ・ミラージュ ・デリカD2 ・デリカD3 ・パジェロロング

・タウンボックス ・エクリプスクロス

　●上記価格は参考価格です。 　●塗装状態、色によって価格が変動する場合もございます。

　●上記価格は、消費税は含まれておりません。 　●上記は、2019年4月現在の価格となっております。

　●鉄粉除去・水アカ等の前処理加工が必要な場合には、別途お見積りが必要となります。 　　注１・パジェロミニは乗用車（S）の価格になります。

236,000円～ 260,000円～ 280,000円～

195,000円 200,000円 220,000円 240,000円

登録1ヵ月以上（既販車） 176,000円～ 185,000円～ 205,000円～ 212,000円～ 224,000円～

新車施工価格 160,000円 165,000円 175,000円 180,000円

マツダ

 ミツビシ

ホンダ

ニッサン

トヨタ

ダイハツ

スバル

国産車施工価格表

軽自動車

乗用車・ミニバン・RV

スズキ


