
K1 K2 S M L W

49,500 52,800 52,800 60,500 66,000 77,000

14,300 16,500 22,000 27,500 33,000 44,000 55,000

63,800 69,300 74,800 88,000 99,000 121,000

※新車施工の場合は、施工価格のみとなります。中古車などの既販車施工の場合、塗装面の状態により鉄粉除去・磨き等の下地処理が必要となります。

※表示価格は消費税（10％）込み価格となっております。

iQ モコ N-ONE キャロル ミニカ R1 ミライース アルト

ピクシス オッティー N-WGN AZワゴン eKワゴン R2 トコット ラパン

デイズ ライフ AZオフロード アイ プレオ ムーヴ ワゴンR

ザッツ フレア パジェロミニ ステラ キャスト ハスラー

S660 コペン ジムニー

ピクシスメガ デイズルークス N-BOX フレアワゴン eKスペース ルクラ タント スペーシア

ピクシスバン クリッパーリオ バモス スクラム タウンボックス ディアス キャンバス パレット

クリッパーバン アクティバン ミニキャブバン サンバーバン ウェイク エブリイワゴン

アトレーワゴン エブリイ

ハイゼットカーゴ

アクア ノート フィット デミオ コルト ジャスティ ブーン スイフト

ルーミー/タンク マーチ シビック ベリーサ ミラージュ トレジア トール ソリオ

パッソ キューブ CR-Z ロードスター デリカD:2 Coo クロスビー

ヴィッツ ティーダ ランサー ビーゴ イグニス

ポルテ/スペード ラティオ パジェロJr SX4

bB スプラッシュ

カローラ

プリウス ジューク ヴェゼル CX-3 ランエボ インプレッサ

シエンタ ウイングロード インサイト アクセラ RVR WRX

フィールダー シルビア フィットシャトル プレマシー BR-Z

C-HR インテグラ RX-8

プレミオ モビリオ

86 ストリーム

レクサスIS/CT ジェイド

プリウスα スカイライン フリード ＣＸ-5 アウトランダー レガシィ アルティス エスクード

クラウン ステージア オデッセイ アテンザ グランディス フォレスター メビウス キザシ

マークX フェアレディZ ＣＲ-Ｖ ＭＰＶ プラウディア レヴォーグ

カムリ ティアナ ＨＲ-Ｖ ＸＶ

セルシオ フーガ アコード エクシーガ

ウィッシュ ラフェスタ インスパイア

レクサスGS/SC デュアリス レジェンド

ヴォクシー/ノア セレナ ステップワゴン ＣＸ-8 デリカＤ：5 ランディ

アルファード エルグランド エリシオン ビアンテ パジェロ

ヴェルファイア エクストレイル ラグレイド

エスティマ ムラーノ クロスロード

ハリアー サファリ ＮＳＸ

ハイエース シーマ

ランクル/プラド プレジデント

センチュリー ＧＴ-Ｒ

レクサスＲＸ/ＬＳ
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51,840

48,600

51,840
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W

64,800

75,600

59,400



【ルノー】

ウインド/トゥインゴ

【GM】 【フォルクスワーゲン】 【フィアット】 【プジョー】

シボレー/MW/ソニック/ ポロ 500 ※207

クルーズ 【アルファロメオ】 【シトロエン】

【フォード】 145 C3/DS3

フェスタ

【クライスラー】 【アウディ】 【MINI】 【フィアット】 【ボルボ】

ネオン A1 ※MINIシリーズ パンダ C30/V40

【BMW】 【ロータス】 【アルファロメオ】 【ルノー】

1シリーズ エクシージ/エリーゼ 156/146/147 ルテーシア

【ベンツ】 【プジョー】

Aクラス/Bクラス ※308

【フォルクスワーゲン】 【シトロエン】

※ゴルフ/ニュービートル C4/DS4

【GM】 【アウディ】 【ランドローバー】 【フィアット】 【ボルボ】

シボレー/コルベット A3/S3/TT イヴォーク/ ※ムルティプラ C70/S40/V50

【クライスラー】 【BMW】 レンジローバースポーツ 【アルファロメオ】 【ルノー】

コンパス/ M3/Z4/X1/※3シリーズ 159/159S/164/GTV コレオス/メガーヌ

パトリオットクルーザー 【ベンツ】 【プジョー】

【フォード】 ※Cクラス ※407/※508

エスケープ/クーガ 【フォルクスワーゲン】 【シトロエン】

シロッコ/ゴルフトゥーラン RCZ

【GM】 【アウディ】 【ボルボ】

シボレー/カマロ ※A4/※S4/Q3 S60/V60/V70/XC60

【フォード】 【BMW】 XC70

マスタング M5/X3/※5シリーズ 【ルノー】

【ベンツ】 カングー

※Eクラス 【シトロエン】

【フォルクスワーゲン】 C5/クサラピカソ/DS5

ティグアン

【ポルシェ】

カレラGT/ケイマン/

ボクスター

【GM】 【アウディ】 【ランドローバー】 【ボルボ】

キャデラック/セダン/クーペ RS5/Q5/R8/※A6/A7/ ディスカバリー S80/XC90/S70/V90

シボレー/キャプティバ S5/※S6 【ジャガー】

【クライスラー】 【BMW】 XF/ソブリン

チェロキー/ボイジャー/ M6/X5/X6/6シリーズ

300C 【ベンツ】

GLKクラス/Mクラス/Rクラス/

Gクラス

【フォルクスワーゲン】

※トゥアレグ

【ポルシェ】

※カイエン

【GM】 【アウディ】 【ランドローバー】 【フェラーリ】

キャデラック/クロスオーバー Q7/A8 レンジローバーヴォーグ FF/599/458

シボレー/ブレイザー 【BMW】 【ランボルギーニ】

【クライスラー】 7シリーズ ガヤルド

グランドチェロキー/ 【ベンツ】

グランドボイジャー Sクラス/Vクラス

【フォード】

エクスプローラー

【GM】 【ベントレー】 【マセラッティ】

ハマー/H1/H2/H3 コンチネンタル クアトロポルテ

キャデラック/リムジン 【ロールスロイス】 【フェラーリ】

ファントム F12

※新車施工の場合は、施工価格のみとなります。中古車などの既販車施工の場合、塗装面の状態により鉄粉除去・磨き等の下地処理が必要となります。

※表示価格は消費税（10％）込み価格となっております。

49500

52,800

5,500 UP

102,300

121,000

74,800

5,500 UP

85,800

5,500 UP

60,500

5,500 UP

69,300

5,500 UP


