
種類
メーカー Ｓ Ｍ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ 3Ｌ Ｌ ＬＬ 3Ｌ 特殊車

ＣＴ ＧＳ ＬＳ ＬＳロング

ＩＳ ＲＸ
ＨＳ ＮＸ
ＲＣ

ピクシス ピクシス ｉＱ ラクティス クラウン ＲＡＶ４ センチュリー アイシス ＶＯＸＹ アルファード ハイエース

スペース バン ｂＢ スペイド マークＸ ハリアー ランクル ノア ヴェルファイア ワイド
ピクシス ヴィッツ ラッシュ ミライ ヴァンガード エスクァイア ハイエース ロング
エポック ポルテ 86 セルシオ バン スパロン

アクア フィールダー プラド
パッソ プリウス ＦＪ

Ｎ－ＯＮＥ Ｎ－ＢＯＸ Ｓ2000 シビック インサイト ヴェゼル フリード オデッセイ

ライフ Ｎ－ＶＡＮ フィット ＣＲ－Ｚ レジェンド ステップワゴン

Ｓ660 ＮＳＸ
アコード

ピノ クリッパー キューブ フェアレディＺ スカイライン ジューク シーマ セレナ エルグラ

ルークス ノート エクストレイル フーガ
マーチ ＧＴ－Ｒ

リーフ
Ｒ１ ステラ ＢＲＺ インプレッサ エクシーガ

Ｒ２ レガシー フォレスター

プレオ
ミニカ ｅｋワゴン コルト ランサーエボ アウトランダー デリカ

ＡＺワゴン デミオ ロードスター アクセラ アテンザ ビアンテ

ＣＸ-3 ＣＸ-5
アルト ハスラー スイフト ソリオ
ラパン ジムニー シエラ
エッセ コペン ブーン メビウス

ミラ タント
ココア

ライク キュート ヒミコ リョーガ オロチ
ビュート リューギ ガリュー

マツダ

スズキ

ダイハツ

光岡

¥60,000

軽自動車 乗用車・ＲＶ ミニバン

レクサス

トヨタ

ホンダ

ニッサン

スバル

三菱

¥30,000 ¥35,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥35,000 ¥40,000

¥510,000 ¥400,000 ¥458,000 ¥510,000 ¥600,000

1レイヤー追加 ¥22,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥26,000

¥248,000 ¥270,000 ¥320,000

10層 ¥290,000 ¥316,000 ¥316,000 ¥348,000 ¥400,000 ¥458,000

CeramicPro
4層 ¥158,000 ¥172,000 ¥172,000 ¥192,000 ¥220,000 ¥248,000 ¥270,000 ¥220,000

¥160,000 ¥179,000 ¥139,000 ¥161,000 ¥177,000 ¥199,000登録5年～ ¥105,000 ¥113,000 ¥120,000 ¥127,000 ¥141,000

¥150,000 ¥169,000 ¥129,000 ¥151,000 ¥167,000 ¥189,000登録3年～ ¥95,000 ¥103,000 ¥110,000 ¥117,000 ¥131,000

¥140,000 ¥159,000 ¥119,000 ¥141,000 ¥157,000 ¥179,000登録1年～ ¥85,000 ¥93,000 ¥100,000 ¥107,000 ¥121,000

¥130,000 ¥149,000 ¥109,000 ¥131,000 ¥147,000 ¥169,000登録3ヶ月～ ¥75,000 ¥83,000 ¥90,000 ¥97,000 ¥111,000

¥125,000 ¥144,000 ¥104,000 ¥126,000 ¥142,000 ¥164,000新車価格 ¥70,000 ¥78,000 ¥85,000 ¥92,000 ¥106,000

¥198,200 ¥137,000 ¥176,600 ¥198,200 ¥218,200

ウェルム

¥166,600 ¥188,200 ¥208,200

登録5年～ ¥109,400 ¥119,000 ¥127,400 ¥137,000 ¥152,600 ¥176,600

¥198,200

登録3年～ ¥99,400 ¥109,000 ¥117,400 ¥127,000 ¥142,600 ¥166,600 ¥188,200 ¥127,000

¥132,600 ¥156,600 ¥178,200 ¥117,000 ¥156,600 ¥178,200

¥168,200 ¥107,000 ¥146,600 ¥168,200 ¥188,200

登録1年～ ¥89,400 ¥99,000 ¥107,400 ¥117,000

¥141,600 ¥163,200 ¥183,200

登録3ヶ月～ ¥79,400 ¥89,000 ¥97,400 ¥107,000 ¥122,600 ¥146,600

ハイブリッドコーティング

新車価格 ¥74,400 ¥84,000 ¥92,400 ¥102,000 ¥117,600 ¥141,600 ¥163,200 ¥102,000


