
（S） （L） （S） （M） （L） （LL） （3L） （4L）

スズキ ・Kei ・エブリイ ・SX4 ・エクシードロング ・キザシ ・グランドエスクード ・ランディ

・MRワゴン ・イグニス

・アルト ・エクシードショート

・アルトラパン ・クロスビー

・ジムニー ・スイフト

・スペーシア ・ソリオ

・セルボ ・バレーノ

・ハスラー

・パレット

・ワゴンR

スバル ・R1 ・サンバー ・ジャスティ ・BRZ ・インプレッサ ・エクシーガ

・R2 ・デックス ・XV ・インプレッサワゴン ・アウトバック

・シフォン ・トレジア ・レヴォーグ ・フォレスター

・ステラ ・レガシィB4

・ディアスワゴン ・レガシィワゴン

・プレオ

・プレオプラス

・ルクラ

ダイハツ ・コペン ・アトレー ・クー ・アルティス ・ブーンルミナス

・タント ・ウェイク ・ブーン ・メビウス

・ミラ ・キャスト ・トール

・ミライース

・ミラココア

・ムーヴ

・ムーヴキャンバス

・ムーヴコンテ

トヨタ ・ピクシスエポック ・ピクシスジョイ ・bB ・86 ・RAV4ロング ・FJクルーザー ・アイシス ・アルファード

・ピクシススペース ・ピクシスメガ ・iQ ・C-HR ・SAI ・クラウンマジェスタ ・イプサム ・ヴェルファイア

・アクア ・MR-S ・アベンシスワゴン ・セルシオ ・ウィッシュ ・ハイエース（標準）

・イスト ・RAV4ショート ・ヴァンガード ・カムリ ・ヴォクシー

・ヴィッツ ・アベンシス ・クルーガー ・クラウン ・エスクァイア

・オーリス ・アリオン ・ブレイド ・クラウンワゴン ・エスティマ

・カローラ ・カローラフィールダー ・マークⅡブリッド ・ハイラックスサーフ ・センチュリー

・シエンタ ・カローラルミオン ・マークX ・ハリアー ・ノア

・タンク/ルーミー ・サクシード ・マークXジオ ・プラドショート ・パッソセッテ

・パッソ ・スペイド ・プラドロング ・ランドクルーザー200

・ベルタ ・プリウス ・プリウスα

・ラウム ・プレミオ

・ラクティス ・ポルテ

レクサス ・レクサスCT ・レクサスGS ・レクサスLC ・レクサスLX

・レクサスHS ・レクサスLS

・レクサスIS ・レクサスRX

・レクサスNX

・レクサスSC

ニッサン ・オッティ ・NV100クリッパー ・キューブ ・ウイングロード ・スカイライン ・GT-R ・プレサージュ ・NV350キャラバン

・キックス ・クリッパー ・ジューク ・リーフ ・ステージア ・NV200 ・プレジデント ・エルグランド

・デイズ ・シルフィ ・ティアナ ・エクストレイル ・キャラバン（標準）

・ピノ ・ノート ・フェアレディZ ・シーマ ・セレナ

・モコ ・マーチ ・フーガ

・ルークス ・ムラーノ

ホンダ ・N-ONE ・N-BOX ・CR-Z ・インサイト ・CR-V ・アコードツアラー ・レジェンド ・エリシオン

・N-WGN ・アクティ ・エディックス ・インテグラ ・アコード ・アコードワゴン ・オデッセイ

・S660 ・バモス ・フィット ・ヴェゼル ・インスパイア ・ステップワゴン

・ゼスト ・グレイス

・ビート ・ジェイド

・ライフ ・シャトル

・ストリーム

・フィットシャトル

・フリード

マツダ ・AZオフロード ・スクラムワゴン ・デミオ ・CX-3 ・アテンザワゴン ・CX-5 ・MPV ・ボンゴ

・AZワゴン ・ベリーサ ・アクセラ ・CX-7 ・CX-8 ・ビアンテ

・キャロル ・ロードスター ・アクセラスポーツ ・RX-8

・スピアーノ ・アテンザ

・フレア ・プレマシー

・フレアクロスオーバー

・フレアワゴン

ミツビシ ・ミニカ ・タウンボックス ・コルト ・コルトプラス ・ギャランフォルティス ・RVR ・グランディス ・デリカD:5

・eK ・ミラージュ ・デリカD:2 ・パジェロショート ・アウトランダー ・デリカD:3 ・デリカスペースギア

・i（アイ） ・ディグニティ

・トッポ ・パジェロロング

・パジェロミニ ・プラウディア

・ランサーワゴン

 リアルガラスコート
 　classR 40,000円 43,000円 43,000円 46,000円 49,000円 55,000円 58,000円 60,000円

 リアルガラスコート
 　classM 45,000円 48,000円 48,000円 51,000円 54,000円 60,000円 63,000円 65,000円

 リアルガラスコート
 　classH 60,000円 63,000円 63,000円 66,000円 69,000円 75,000円 78,000円 80,000円

 新ハイモースコート
 　NEO　GLOW 105,000円 108,000円 108,000円 111,000円 114,000円 120,000円 123,000円 125,000円

　●消費税は別途申し受けます。
　●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。
　●塗装状態、色によって価格が変動する場合もございます。
　●上記は、2020年11月30日現在の価格となっております。
　●登録1ヶ月以上のお車は新車施工価格に下地研磨代が別途必要となります。
　●日産車(中古車)スクラッチシールド塗装は別途お見積りとなります。

新車キャンペーン施工価格

軽自動車 乗用車/RV/1BOX

国産車施工価格表


