
・ﾐﾆ ・3ｼﾘｰｽﾞﾜｺﾞﾝ ・7ｼﾘｰｽﾞ ・X3

・ｸﾗﾌﾞﾏﾝ ・5ｼﾘｰｽﾞ ・5ｼﾘｰｽﾞﾜｺﾞﾝ ・X5

・1ｼﾘｰｽﾞ ・6ｼﾘｰｽﾞ ・M6ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ ・X6

・3ｼﾘｰｽﾞ ・Z6

・ZAｸｰﾍﾟ ・ﾐﾆﾍﾟｰｽﾏﾝ

・ﾐﾆｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ

・Aｸﾗｽ ・CLS ・CLｸﾗｽ ・Mｸﾗｽ

・Bｸﾗｽ ・Cｸﾗｽﾜｺﾞﾝ ・Eｸﾗｽﾜｺﾞﾝ ・GLｸﾗｽ

・Cｸﾗｽ ・Eｸﾗｽ ・SLｸﾗｽ ・ﾊﾞﾈｵ

・SLK ・Mｸﾗｽ ・Sｸﾗｽ ・ﾋﾟｱﾉ

・CLK ・Rｸﾗｽ ・Gｸﾗｽ

・Vｸﾗｽ

・S40 ・S80 ・XC70

・C30 ・V50 ・XC90

・V40 ・V70 ・XC60

・A3 ・A3ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ ・A8 ・Q7

・A4 ・A4ｱﾊﾞﾝﾄ ・S4

・A6 ・A6ｱﾊﾞﾝﾄ ・S6

・S3 ・RS

・TTｸｰﾍﾟ ・R8

・ﾎﾟﾛ ・ｺﾞﾙﾌﾜｺﾞﾝ ・ﾄｳｰﾗﾝ ・ｼｬﾗﾝ

・ｺﾞﾙﾌ ・ﾋﾞｰﾄﾙ ・ﾃｨｸﾞｱﾝ ・ﾄｳｱﾚｸﾞ

・ﾊﾟｻｰﾄ ・ﾊﾞﾅｺﾞﾝ

・ｱｽﾄﾗ ・ｱｽﾄﾗﾜｺﾞﾝ

・ｻﾞﾌｨｰﾗ ・ｼｸﾞﾅﾑ

・ﾒﾘｰﾊﾞ

・208 ・308SW ・508SW

・207SW ・3008

・308 ・508

・1007 ・RCZ

・ｶﾝｸﾞｰ ・ｸﾞﾗﾝｾｯﾀ

・ﾗｸﾞﾅ ・ﾗｸﾞﾅﾜｺﾞﾝ

・ﾒｶﾞｰﾇ ・ﾒｶﾞｰﾇﾜｺﾞﾝ

・ｲｳﾞｫｰｸ ・ﾌﾘｰﾗﾝﾀﾞｰ

・ﾚﾝｼﾞﾛｰﾊﾞｰ

・ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

・ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾌﾟﾝﾄ

・ﾊﾞﾙｹｯﾀ

・ﾊﾟﾝﾀﾞ

・ﾑﾙﾃｨﾌﾞﾗ

・ﾌｨｱｯﾄ500

・Sﾀｲﾌﾟ ・XJ

・Xﾀｲﾌﾟ ・XK

・XF

・Xｴｽﾃｰﾄ

・ﾎﾞｸｽﾀｰ ・911 ・ｶｲｴﾝ

・928 ・ﾊﾟﾅﾒｰﾗ

・968

・ｹｲﾏﾝ

・ﾐﾄ ・Alfa156ﾜｺﾞﾝ ・8C

・Alfa147 ・Alfa159

・AlfaGT ・Alfa166

・AlfaBrera ・ｼﾞｭﾘｴｯﾀ

・Alfa156ｾﾀﾞﾝ

・C2 ・C4ﾋﾟｶｿ ・C5ﾜｺﾞﾝ

・C30 ・C5 ・C6

・C4 ・DS4

・DS3 ・DS5

・9-3ｽﾎﾟｰﾂｾﾀﾞﾝ ・9-6ｽﾎﾟｰﾂｴｽﾃｰﾄ ・9-5ｴｽﾃｰﾄ

・9-5ｾﾀﾞﾝ

・DB7

・DB9

・ﾊﾞﾝｷｯｼｭ

・ﾛｰﾀｽｴﾘｰｾﾞ ・PTｸﾙｰｻﾞｰ ・ﾀﾞｯｼﾞﾁｬｰｼﾞｬｰ ・ｴｽｶﾚｰﾄﾞ ・ﾊﾏｰ

・ｱｽﾄﾛ ・ﾌｪﾗｰﾘ

・ｶﾞﾔﾙﾄﾞ

・ﾛｰﾙｽﾛｲｽ

86,400円 108,000円 129,600円 162,000円 205,200円

（施工価格：80,000円） （施工価格：100,000円） （施工価格：120,000円） （施工価格：150,000円） （施工価格：190,000円）

登録1カ月以上 108,000円 129,600円 151,200円 183,600円 226,800円

（既存車） （施工価格：100,000円） （施工価格：120,000円） （施工価格：140,000円） （施工価格：170,000円） （施工価格：210,000円）

91,800円 113,400円 135,000円 167,400円 210,600円

ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ （施工価格：85,000円） （施工価格：105,000円） （施工価格：125,000円） （施工価格：155,000円） （施工価格：195,000円）

（ﾊｲﾄﾞﾛﾌｨﾆｯｼｭ） 登録1カ月以上 113,400円 135,000円 156,600円 189,000円 232,200円

（既存車） （施工価格：105,000円） （施工価格：125,000円） （施工価格：145,000円） （施工価格：175,000円） （施工価格：215,000円）

97,200円 118,800円 140,400円 172,800円 216,000円

ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ （施工価格：90,000円） （施工価格：110,000円） （施工価格：130,000円） （施工価格：160,000円） （施工価格：200,000円）

（艶ﾌﾟﾗｽ） 登録1カ月以上 118,800円 140,400円 162,000円 194,400円 237,600円

（既存車） （施工価格：110,000円） （施工価格：130,000円） （施工価格：150,000円） （施工価格：180,000円） （施工価格：220,000円）

151,200円 162,000円 183,600円 216,000円 280,800円

(施工価格：140,000円） (施工価格：150,000円） (施工価格：170,000円） (施工価格：200,000円） (施工価格：260,000円）

登録1カ月以上 181,440円 194,400円 220,320円 259,200円 336,960円

（既存車） （施工価格：168,000円） （施工価格：180,000円） （施工価格：204,000円） （施工価格：240,000円） （施工価格：312,000円）

●上記価格は平成26年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。●上記価格は消費税を含めた価格となっておりま
●塗装劣化や鉄粉除去・水垢除去、建築塗料除去などの前処理作業が必要な場合は、別途御見積が必要となる場合があります

Gzox ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ　・　Hi-MOHS　COAT　輸入車価格表

BMW

ﾎﾞﾙﾎﾞ

ﾌｨｱｯﾄ

ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ

ｵﾍﾟﾙ

ﾌﾟｼﾞｮｰ

その他

ｼﾞｬｶﾞｰ

ﾎﾟﾙｼｪ

ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ

ｼﾄﾛｴﾝ

乗用車・ﾐﾆﾊﾞﾝ・RV

ベンツ

ｱｳﾃﾞｨ

ﾙﾉｰ

ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾊﾞｰ

ｻｰｳﾞ

ｱｽﾄﾝﾏｰﾁﾝ

新車施工価格

新車施工価格

ﾊｲﾓｰｽｺｰﾄ

新車施工価格

ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ

新車施工価格



国産車価格表

軽自動車

・MRﾜｺﾞﾝ ・SX4 ・ｼﾎﾞﾚｰｸﾙｰｽﾞ

・ｴﾌﾞﾘｲ ・SX4ｽｲﾌﾄ ・ｿﾘｵ

・ﾜｺﾞﾝR

・ｽﾍﾟｰｼｱ

・ｽﾃﾗ ・ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ・ｱｳﾄﾊﾞｯｸ ・XV

・ﾌﾟﾚｵ ・ﾚｶﾞｼｰｾﾀﾞﾝ ・ﾌｫﾚｽﾀｰ

・ＢＲＺ ・ｴｸｼｰｶﾞ

・ｱﾄﾚｰ ・ﾌﾞｰﾝ ・ｱﾙﾃｨｽ ・ｲﾝﾌﾟﾚｯｻﾜｺﾞﾝ

・ﾀﾝﾄ

・ﾑｰｳﾞ

・ｂＢ ・ｱﾍﾞﾝｼｽ ・ｱﾍﾞﾝｼｽﾜｺﾞﾝ ・ｸﾗｳﾝﾏｼﾞｪｽﾀ ・ｱｲｼｽ ・ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ

・ｲｽﾄ ・ｱﾘｵﾝ ・ｳｨｯｼｭ ・ﾚｸｻｽGS ・ﾉｱ ・ｴｽﾃｨﾏ

・ｶﾛｰﾗ ・ｶﾛｰﾗﾌｨﾙﾀﾞｰ ・ｸﾗｳﾝ ・ﾚｸｻｽLS ・ｳﾞｫｸｼｰ ・ﾊｲｴｰｽ

・ｶﾛｰﾗﾗﾝｸｽ ・ﾌﾟﾘｳｽ ・ｸﾗｳﾝﾜｺﾞﾝ ・ﾊﾘｱｰ ・ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ

・ｳﾞｨｯﾂ ・ﾌﾞﾚﾋﾞｽ ・ﾏｰｸＸ ・ﾚｸｻｽRX ・ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ

・ﾗｸﾃｨｽ ・86 ・ﾏｰｸＸｼﾞｵ

・ﾗｯｼｭ ・ＳＡＩ ・ﾚｸｻｽＩＳ

・ｱｸｱ ・ﾚｸｻｽSC

・ｵｯﾃｨ ・ｷｭｰﾌﾞ ・ｼﾞｭｰｸ ・GT-R ・ｼｰﾏ ・ｴｸｽﾄﾚｲﾙ ・ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ

・ﾓｺ ・ﾉｰﾄ ・ｽｶｲﾗｲﾝ ・ﾌｰｶﾞ ・ｾﾚﾅ ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

・DAYS ・ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ ・ﾗﾌｪｽﾀ

・ﾗｲﾌ ・Ｓ2000 ・ｱｺｰﾄﾞ ・ｱｺｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ ・CR-V

・N-BOX ・ﾌｨｯﾄ ・ｲﾝｻｲﾄ ・ｲﾝｽﾊﾟｲｱ ・ｵﾃﾞｯｾｲ

・N-ONE ・ﾌｨｯﾄｱﾘｱ ・ｴｱｳｪｰﾌﾞ ・ｴﾃﾞｨｯｸｽ ・ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ

・ｽﾄﾘｰﾑ

・ﾓﾋﾞﾘｵ

・AZﾜｺﾞﾝ ・ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ ・ＲＸ8 ・CX7 ・MPV

・ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝ ・ｱｸｾﾗ ・ｱﾃﾝｻﾞﾜｺﾞﾝ

・ｱﾃﾝｻﾞ

・ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ ・ﾐﾗｰｼﾞｭ ・ﾗﾝｻｰ ・ﾗﾝｻｰﾜｺﾞﾝ ・ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ ・ﾃﾞﾘｶ

・ﾃﾞﾘｶD2 ・ﾊﾟｼﾞｪﾛ

64,800円 70,200円 81,000円 86,400円 108,000円 97,200円 129,600円
（施工価格：60,000円） （施工価格：65,000円） （施工価格：75,000円） （施工価格：80,000円） （施工価格：100,000円） （施工価格：90,000円） （施工価格：120,000円）

登録1カ月以上 86,400円 91,800円 102,600円 108,000円 129,600円 118,800円 151,200円

（既存車） （施工価格：80,000円） （施工価格：85,000円） （施工価格：95,000円） （施工価格：100,000円） （施工価格：120,000円） （施工価格：110,000円） （施工価格：140,000円）

70,200円 75,600円 86,400円 91,800円 113,400円 102,600円 135,000円

ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ （施工価格：65,000円） （施工価格：70,000円） （施工価格：80,000円） （施工価格：85,000円） （施工価格：105,000円） （施工価格：95,000円） （施工価格：125,000円）

（ﾊｲﾄﾞﾛﾌｨﾆｯｼｭ） 登録1カ月以上 91,800円 97,200円 108,000円 113,400円 135,000円 124,200円 156,600円

（既存車） （施工価格：85,000円） （施工価格：90,000円） （施工価格：100,000円） （施工価格：105,000円） （施工価格：125,000円） （施工価格：115,000円） （施工価格：145,000円）

75.600円 81,000円 91,800円 97,200円 118,800円 108,000円 140,400円

ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ （施工価格：70,000円） （施工価格：75,000円） （施工価格：85,000円） （施工価格：90,000円） （施工価格：110,000円） （施工価格：100,000円） （施工価格：130,000円）

（艶ﾌﾟﾗｽ） 登録1カ月以上 97,200円 102,600円 113,400円 118.800円 140,400円 129,600円 162,000円

（既存車） （施工価格：90,000円） （施工価格：95,000円） （施工価格：105,000円） （施工価格：110,000円） （施工価格：130,000円） （施工価格：120,000円） （施工価格：150,000円）

140,400円 162,000円 172,800円 189,000円 216,000円 194.400円 216,000円
(施工価格：130,000円） (施工価格：150,000円） (施工価格：160,000円） (施工価格：175,000円） (施工価格：200,000円） (施工価格：180,000円） (施工価格：200,000円）

登録1カ月以上 168,480円 194,400円 207,360円 220,320円 259,200円 233,280円 259,200円

（既存車） （施工価格：156,000円） （施工価格：180,000円） （施工価格：192,000円） （施工価格：204,000円） （施工価格：240,000円） （施工価格：240,000円） （施工価格：240,000円）

●上記価格は平成26年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。●上記価格は消費税を含めた価格となっております。●塗装劣化や
鉄粉除去、水垢除去、建築塗料除去などの前処理作業が必要な場合は、別途御見積が必要となります。●年式により別途御見積が必要となる場
があります。

ホンダ

マツダ

乗用車・ﾐﾆﾊﾞﾝ・RV

ミツビシ
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スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

ニッサン

新車施工価格

新車施工価格

新車施工価格

新車施工価格

ﾘｱﾙｶﾞﾗｽｺｰﾄ

ﾊｲﾓｰｽｺｰﾄ
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