
■フロントガラス及びフロントドアガラスは法律によりフィルム施工することはできません。（透明断熱フィルムは可）
■透明断熱フィルムは下記価格の30％UPです。 ■貼り替えの場合は別途剥離料が掛かります。

キャロル ミラ ミニカ アルト ヴィヴィオ

オプティ パジェロミニ セルボ

トゥデイ ミラ ミニカ アルト ヴィヴィオ

ライフ オプティ セルボ

テリオスキッド

アクティ ハイゼット ミニカトッポ キャリー サンバー S ¥10,000
ムーブ ワゴンR プレオ ¥11,000 (税込)
テリオス D ¥12,000

¥13,200 (税込)
スターレット マーチ ロゴ フェスティバ シャレード ミラージュ エスクード

ヴィッツ パルサー シビック ファミリア カルタス

カローラⅡ

RAV-4

スターレット マーチ ロゴ ストーリア

コルサ

ヴィッツ

ソアラ シルビア レジェンド

スープラ フェアレディZ プレリュード

セリカ スカイライン インテグラ

MR-2

クラウン セドリック インテグラ センティア ディアマンテ レガシィ

マークⅡ ローレル インプレッサ

エクシブ

コロナ サニー アコード カペラ ランサー カルタス

カムリ ブルーバード シビック ファミリア ギャラン

カリーナ セフィーロ インスパイア

ターセル プリメーラ

カローラ パルサー

セルシオ シーマ レジェンド デボネア

センチュリー プレジデント

カルディナ プリメーラW ステップW カペラW パイザー RVR エスクード レガシィW

カリブ アベニール CR-V デミオ レグナム インプレッサW

カローラW パルサー S-MX リベロ フォレスター ¥11,000 (税込)
スパシオ ラシーン アコードW

ラウム キューブ キャパ

RAV-4 ¥15,400 (税込)
クラウンW ステージア オデッセイ MPV パジェロ

グラシア ルネッサ シャリオ

ガイア プレサージュ ディアマンテW

ナディア サファリ

イプサム テラノ

プラド

ランクル

ハリアー

ハイラックス

エスティマ ラルゴ ボンゴ デリカ S ¥10,000
グランピア セレナ ¥11,000 (税込)
タウンエース キャラバン D ¥12,000
ハイエース エルグランド ¥13,200 (税込)
ハイエースL キャラバンL ボンゴブローニー スペースギア

デリカL

S ¥10,000

D ¥14,000

国産車 スバルスズキ三菱ダイハツマツダホンダ

軽３ドア
ハッチ

小型普通車
５ドア
RVワゴン

¥45,000 ¥28,000
¥49,500 (税込) ¥30,800 (税込)

普通車
４ドア
ハードトップ

普通車
クーペ

小型普通車
５ドア

小型普通車
３ドア

軽１BOX

軽５ドア
ハッチ

¥55,000 ¥35,000
¥60,500 (税込)

大型車
１BOX
バン・ワゴン

¥60,000 ¥28,000
¥66,000 (税込) ¥30,800 (税込)

¥16,000
¥17,600 (税込)

普通車
５ドア
RVワゴン

¥50,000 ¥28,000
¥55,000 (税込) ¥30,800 (税込)

普通車
１BOX
バン・ワゴン

¥55,000 ¥28,000
¥60,500 (税込) ¥30,800 (税込)

S ¥10,000
¥11,000 (税込)

D ¥14,000
¥15,400 (税込)

¥38,500 (税込)

大型車
４ドア
セダン

普通車
４ドア
セダン

¥50,000 ¥30,000 ¥14,000
¥55,000 (税込) ¥33,000 (税込) ¥15,400 (税込)

¥16,000
¥17,600 (税込)

¥52,800 (税込) ¥33,000 (税込) ¥11,000 (税込)

¥48,000 ¥30,000
¥52,800 (税込) ¥33,000 (税込)

¥49,500 (税込) ¥29,700 (税込) ¥16,500 (税込)

¥48,000 ¥30,000 ¥10,000

¥12,000
¥13,200 (税込)

¥44,000 (税込) ¥29,700 (税込) ¥11,000 (税込)

¥45,000 ¥27,000 ¥15,000

¥49,500 (税込) ¥27,500 (税込)

¥40,000 ¥27,000 ¥10,000

¥44,000 (税込) ¥27,500 (税込)

¥45,000 ¥25,000

¥35,000 ¥25,000 ¥10,000
¥38,500 (税込) ¥27,500 (税込) ¥11,000 (税込)

¥12,000
¥13,200 (税込)

カーフィルム価格表 - Car Film -

全面
（フロントガラス・

左右フロントドアガラス
を除く）

リアガラスのみ
ドアガラス・
サイドガラスの
いずれか一面

日産トヨタ

¥40,000 ¥25,000


