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・ピクシスエポック ・ピクシスメガ ・アクア ・86 ・カムリ ・スープラ ・ヴォクシー ・アルファード

・ピクシスジョイ ・ヴィッツ ・CH-R ・クラウン ・ノア ・ヴェルファイア

・カローラ ・MIRAI ・プリウスα ・ハイラックス ・エスティマ

・スぺイド ・アリオン ・マークX ・ハリアー ・センチュリー

・タンク ・ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ ・ハイエース

・パッソ ・シエンタ ・ランドクルーザー

・ポルテ ・プリウス

・ルーミー ・プレミオ

・IS ・ES ・RX ・LX

・LC ・GS ・NX

・RC ・GSF

・RCF ・LS

・CT ・UX

・デイズ ・クリッパー ・キューブ ・ジューク ・スカイライン ・GT-R ・エクストレイル ・エルグランド

・ノート ・リーフ ・フェアレディZ ・シーマ ・セレナ

・マーチ ・ティアナ

・フーガ

・ekワゴン ・ekスペース ・デリカD2 ・エクリプスクロス ・アウトランダー ・デリカ

・ekクロス ・タウンボックス ・ミラージュ ・パジェロ

・i-MiEV

・N-ONE ・N-BOX ・グレイス ・インサイト ・アコード ・ジェイド ・CR-V ・NSX

・N-WGN ・フィット ・ヴェゼル ・レジェンド ・オデッセイ

・S660 ・フリード ・シビック ・ステップワゴン

・シャトル

・キャロル ・スクラムワゴン ・デミオ ・CX3 ・アテンザワゴン ・CX5 ・CX8

・フレア ・フレアワゴン ・ロードスター ・アクセラ

・ﾌﾚｱｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ ・アテンザ

・ステラ ・シフォン ・ジャスティ ・BRZ ・WRX

・プレオ ・ディアス ・インプレッサ ・XV

・アウトバック

・フォレスター

・レガシー

・アルト ・エブリィ ・イグニス ・SX4-クロス ・ソリオ ・エスクード ・ランディ

・ジムニー ・スペーシア ・クロスビー ・バレーノ

・ハスラー

・ラパン

・ワゴンR

・キャスト ・アトレー ・ブーン ・ロッキー ・アルティス

・コペン ・ウェイク ・トール

・トコット ・タント ・メビウス

・ミライ-ス ・ムーブキャンパス

・ムーブ

　●上記価格は消費税は含まれておりません。 ●上記価格は参考価格です。

　●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。 ●上記は2020年6月現在の価格となっております。

　●塗装状態、色によって価格が変動する場合もございます。 ●価格は予告なく変更する場合があります。

　●お車の年式により別途見積りが必要となる場合があります。 ●既販車は登録【1ヵ月】以上です。

135,000円～ 145,000円～ 155,000円～

レクサス

105,000円 115,000円 125,000円 135,000円

既販車 95,000円～ 100,000円～ 110,000円～ 115,000円～ 125,000円～

艶プラス

新車 75,000円 80,000円 90,000円 95,000円

130,000円

既販車 90,000円～ 95,000円～ 105,000円～ 110,000円～ 120,000円～ 130,000円～ 140,000円～ 150,000円～

145,000円～

ハイドロフィニッシュ

新車 70,000円 75,000円 85,000円 90,000円 100,000円 110,000円 120,000円

115,000円 125,000円

既販車 85,000円～ 90,000円～ 100,000円～ 105,000円～ 115,000円～ 125,000円～ 135,000円～

65,000円 70,000円 80,000円 85,000円 95,000円 105,000円

ホンダ

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

リアルガラスコート

新車

国産車施工価格表

車種
車　種　ク　ラ　ス

トヨタ

ニッサン

 ミツビシ



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 ・ロッキー ・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 ・スープラ ・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 ・カムリ ・レクサス‐LC ・ハリアー ・エスティマ

・パッソ ・オーリス ・レクサス‐I S ・レクサス‐RX ・ランドクルーザー

・ポルテ ・CH-R ・レクサス‐SC ・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‐CT200h ・プラド

・タンク ・サクシード ・レクサス‐RC ・センチュリー

・ルーミー ・ミライ ・レクサス‐LX

・ヤリス ・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 ・シャトル ・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 ・インサイト ・ジェイド ・ステップワゴン ・NSX

・N-WGN ・フィット ・シビック ・CR-V

・S2000 ・ヴェゼル

・キャロル ・フレアワゴン ・MAZDA-2 ・MAZDA-3 ・MAZDA-6ワゴン ・MPV ・CX-8

・スクラム ・ロードスター ・MAZDA-6 ・CX-5

・CX-3

・CX-30

・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、2020年9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

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

180,000円

マツダ

 ミツビシ

新車施工価格 160,000円 165,000円 175,000円

ニッサン

ホンダ

トヨタ

スバル

ダイハツ

国産車施工価格表

軽自動車

乗用車・ミニバン・RV

スズキ


