
■新車から１ヶ月以上経過されたお車は既販車価格となります。

■濃色のソリッドカラーは＋￥11,000（税込）です。　■撥水仕上げは＋¥11,000（税込）です。

淡色車 濃色車 淡色車 濃色車 淡色車 濃色車

ミニカ

¥60,500 (税込) ¥71,500 (税込) ¥71,500 (税込) ¥82,500 (税込) ¥115,500 (税込) ¥137,500 (税込)

¥71,500 (税込) ¥84,700 (税込) ¥84,700 (税込) ¥97,900 (税込) ¥137,500 (税込) ¥163,900 (税込)

eKワゴン パジェロミニ

eKスペース　ekクロス ブラボー

アイミーブ(i-MiEV) ミニカトッポ ¥66,000 (税込) ¥77,000 (税込) ¥77,000 (税込) ¥88,000 (税込) ¥126,500 (税込) ¥148,500 (税込)

アイ ミニキャブ

タウンボックス

トッポBJ ¥78,100 (税込) ¥91,300 (税込) ¥91,300 (税込) ¥104,500 (税込) ¥150,700 (税込) ¥177,100 (税込)

カリスマ

コルト

タウンボックスワイド ¥71,500 (税込) ¥82,500 (税込) ¥82,500 (税込) ¥93,500 (税込) ¥137,500 (税込) ¥159,500 (税込)

トッポBJワイド

ミラージュ

ミニキャブキャンパー ¥84,700 (税込) ¥97,900 (税込) ¥97,900 (税込) ¥111,100 (税込) ¥163,900 (税込) ¥190,300 (税込)

ギャラン

アスパイア ミラージュワゴン

エテルナ リベロ ¥77,000 (税込) ¥88,000 (税込) ¥88,000 (税込) ¥99,000 (税込) ¥148,500 (税込) ¥170,500 (税込)

エメロード

エクリプス

ギャランフォルティス ¥91,300 (税込) ¥104,500 (税込) ¥104,500 (税込) ¥117,700 (税込) ¥177,100 (税込) ¥203,500 (税込)

GTO デボネア RVRローデスト

RVR ディオン セディアワゴン

シャリオ パジェロJr ギャランフォルティスSB ¥93,500 (税込) ¥104,500 (税込) ¥104,500 (税込) ¥115,500 (税込) ¥159,500 (税込) ¥181,500 (税込)

スタリオン レグナム

ディアマンテ

デリカD:2 ¥111,100 (税込) ¥124,300 (税込) ¥124,300 (税込) ¥137,500 (税込) ¥190,300 (税込) ¥216,700 (税込)

JEEP デリカD:3

アウトランダー ディグニティ

エアトレック パジェロio ¥99,000 (税込) ¥110,000 (税込) ¥110,000 (税込) ¥121,000 (税込) ¥170,500 (税込) ¥192,500 (税込)

グランディス プラウディア

ストラーダ

チャレンジャー ¥117,700 (税込) ¥130,900 (税込) ¥130,900 (税込) ¥144,100 (税込) ¥203,500 (税込) ¥229,900 (税込)

デリカ:D5

デリカ

パジェロ ¥104,500 (税込) ¥115,500 (税込) ¥115,500 (税込) ¥126,500 (税込) ¥181,500 (税込) ¥203,500 (税込)

¥124,300 (税込) ¥137,500 (税込) ¥137,500 (税込) ¥150,700 (税込) ¥216,700 (税込) ¥243,100 (税込)

スペースギア

¥110,000 (税込) ¥121,000 (税込) ¥121,000 (税込) ¥132,000 (税込) ¥192,500 (税込) ¥214,500 (税込)

¥130,900 (税込) ¥144,100 (税込) ¥144,100 (税込) ¥157,300 (税込) ¥229,900 (税込) ¥256,300 (税込)

ランサーエボリューション

既販車

新車

既販車

新車

既販車

新車

新車

既販車

新車

既販車

既販車

ガラスファイバーコート価格表　- Glass Fiber Coat -

ミツビシ ベーシックマスターNEO UVハイブリッドマスターNEO ブラック／ホワイトマスターNEO

¥173,000¥149,000¥101,000¥89,000¥89,000¥77,000

¥135,000¥115,000

新車

既販車

新車

既販車

新車

¥95,000

¥209,000¥185,000¥131,000¥119,000¥119,000¥107,000

¥185,000¥165,000¥115,000¥105,000¥105,000

¥70,000

¥165,000¥145,000¥105,000¥95,000¥95,000

¥90,000

¥197,000¥173,000¥125,000¥113,000¥113,000¥101,000

¥175,000¥155,000¥110,000¥100,000¥100,000

¥119,000

¥195,000¥175,000¥120,000¥110,000¥110,000¥100,000

¥233,000¥209,000¥143,000¥131,000¥131,000

¥113,000

¥161,000¥137,000¥95,000¥83,000¥83,000¥71,000

¥185,000¥161,000¥107,000¥95,000¥95,000¥83,000

¥221,000¥197,000¥137,000¥125,000¥125,000

¥85,000

¥155,000¥135,000¥90,000¥80,000¥80,000

¥55,000

¥145,000¥125,000¥85,000¥75,000¥75,000¥65,000

¥125,000¥105,000¥75,000¥65,000¥65,000

¥80,000¥70,000¥70,000¥60,000

¥149,000¥125,000¥89,000¥77,000¥77,000¥65,000


