
輸入車施工価格表

S M L LL 3L 4L

・Aクラス ・Bクラス ・CLS ・Eクラスワゴン ・GLE ・Gクラス

・Cクラスカブリオレ ・Cクラス ・Cクラスワゴン ・GLC ・GLS ・Vクラス

・Eクラスカブリオレ ・CLA ・Eクラス ・SL

・GLA ・Sクラス

・1シリーズ ・2シリーズツアラー ・3シリーズワゴン ・5シリーズワゴン ・X4 ・X6

・2シリーズカブリオレ ・3シリーズセダン ・4シリーズグランクーペ ・6シリーズグランクーペ ・X5 ・i 8

・4シリーズカブリオレ ・X1 ・5シリーズセダン ・7シリーズセダン

・X2 ・6シリーズカブリオレ ・8シリーズセダン

・8シリーズカブリオレ ・X3

・ミニ ・クラブマン ・クロスオーバー

・ミニコンパーチブル

・718ボクスター ・718ケイマン ・マカン ・パラメーラ ・ﾊﾟﾗﾒｰﾗｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾓ

・991カブリオレ ・991 ・GT2 ･カイエン

・GT3

・A1 ・Q2 ・A4アバント ・A6アバント ・Q7 ・R8

・A3スポーツバック ・Q3 ・A5 ・A7

・TT ・A3セダン ・A6 ・A8

・A4セダン ・Q5

・up！ ・ゴルフヴァリアント ・シャラン ・トゥアレグ

・ゴルフ ・ザ・ビートル ・ティグアン

・ポロ ・パサード ・トゥーラン

・パサードヴァリアント

・208 ・2008 ・3008

・308 ・5008

・RCZ ・508

・C3 ・C4カクタス ・C5ツアラー

・C4 ・C5セダン ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞC4ｽﾍﾟｰｽﾂｱﾗｰ

･166 ・4C ・8C

･ジュリア ・ステルビオ

・ジュリエッタ

・ブレラ

・V40 ・XC40 ・S80 ・XC60 ・XC90

・S60 ・S90 ・V90

・V60

・V8ヴァンテージ ・DB9 ・ラピードS ・ヴァンキッシュ

・DB11

・イヴォーグ ・ディスカバリー

・レンジローバー

・F ・Eペース ・Fペース

・I ペース

・XE

・XF

・コンパス ・チェロキー ・グランドチェロキー

・ラングラー

・ギブリ ・レヴァンテ

・クワトロポルテ

・DS3 ・DS3クロスバック ・DS7 ・アストロ ・エスカレード

・フィアット500 ・フィアット500X ・クライスラー300 ・フェラーリ

・ロータスエリーゼ ・ロータスエヴォーラ ・ランボルギーニ

・ロールスロイス

　●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。

車種
車　種　ク　ラ　ス

ベンツ

ＢＭＷ

ＭＩＮＩ

ポルシェ

アウディ

フォルクスワーゲン

プジョー

シトロエン

アルファロメオ

ボルボ

アストンマーチン

ランドローバー

ジャガー

ジープ

マセラティ

その他

リアルガラスコート

新車 85,000円 105,000円 125,000円 155,000円 195,000 215,000円

既販車 105,000円～ 125,000円～ 145,000円～ 175,000円～ 215,000円～ 235,000円～

ハイドロフィニッシュ

新車 90,000円 110,000円 130,000円 160,000円 200,000円 220,000円

既販車 110,000円～ 130,000円～ 150,000円～ 180,000円～ 220,000円～ 240,000円～

艶プラス

新車 95,000円 115,000円 135,000円 165,000円 205,000円 225,000円

既販車 115,000円～ 135,000円～ 155,000円～ 185,000円～ 225,000円～ 245,000円～



・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 ･8シリーズ ･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 ・ピアノ

・SLK ・GLE ・Sクラス ・Gクラス

・CLK ・GLC ・Vクラス

・V40 ・S60 ・XC70 ・XC90

・S70 ・S80 ・S90

・C40 ・XC60 ・V90

・A１ ・A6 ・A3スポーツバック ・A8 ・S8 ・Q7

・A3 ・S3 ・A4アバント ・S4 ・Q5 ・Q8

・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、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。

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～

220,000円

サーヴ

その他

新車施工価格 160,000円 180,000円

シトロエン

ボルボ

アウディ

VW

オペル

プジョー

ルノー

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

ベンツ

輸入車施工価格表

乗用・ミニバン・RV

ＢＭＷ


