
CAR　FILM

CAR FILM 施工価格表 株式会社　クリンテックサービス
国産車 更新日：2019年10月16日

1 2 3 4 5 6 7 8

kei エブリィ SX４ エクシードロング ランディ

アルト MRワゴン エクシードショート シボレーMW

ラパン ジムニー エリオ シボレークルーズ

ワゴンR ジムニーシエラ

ハスラー ソリオ

スイフト

R1 サンバー インプレッサ アウトバック

R2 ステラ レガシーセダン フォレスター

プレオ インプレッサワゴン

レガシーワゴン

レヴォーグ

XV 

エッセ アトレイ クー アルティス

ソニカ タント ビーゴ

ミラ デリオスキッド ブーン

ムーブ

コペン

ｂB アベンシス アベンシスワゴン クラウンマジェスタ アイシス アルファード

アレックス アリオン クラウン セルシオ イプサム ハイエース

イスト オーバ クラウンワゴン ランドクルーザ100 ウィッシュ ベルファイア

ヴィッツ カムリ クルーガー ハイラックスサーフ ヴォクシー センチュリー

シエンタ カルディナ ハリアー プラドショート エスティマ

スパシオ マークX マークⅡブリッド プラドロング ノア

パッソ セリカ カローラフィルダー

ファンカーゴ プリウス マークXジオ

ラクティス プレビス RAV４ロング

ポルテ プレミオ プリウスα

86 カローラ プロボックス

カローラランクス サクシード

レクサスIS レクサスGS レクサスLS

レクサスSC レクサスRX

HS　CT200

オッティ キューブ スカイライン エクストレイル プレジデント セレナ エルグランド

クリッパー シルフィ サファリショート サファリロング プレサージュ キャラバン

モコ ティーダ ウイングロード シーマ ラフェスタ インフィニティQ45

ピノ ノート ステージア フーガ プレジデント

マーチ ティアナ フェアレディZ

ラティオ ムラーノ GT-R

アクティ インテグラ アコード アコードワゴン レジェンド

ザッツ エディックス エアウェーブ インスパイア オデッセイ エリシオン

ゼスト シビック ストリーム ヴェゼル ステップワゴン

バモス フィット インサイト CR-V

ライフ フィットアリア S2000

Nシリーズ モビリオ

キャロル AZオフロード デミオ アクセラ RX7 アテンザワゴン MPV

スピアーノ AZワゴン ベリーサ アクセラスポーツ RX CX-5 ビアンテ

スクラムワゴン ロードスター アテンザ

プレマシー

ミニカ ｅｋ コルト パジェロイオ アウトランダー パジェロロング グランティス デリカスペースギア

ｉ トライトン パジェロショート ランサーワゴン デリカＤ：5

タウンボックス ランサー

パジェロミニ

①高性能遮熱 ¥29,000 ¥33,500 ¥34,000 ¥34,000 ¥38,000 ¥41,000 ¥44,500 ¥47,000

②プレミアム ¥34,800 ¥40,200 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥49,200 ¥53,400 ¥56,400

¥18,000 ¥20,500 ¥20,500 ¥20,500 ¥21,000 ¥21,000 ¥22,000 ¥22,000

④高性能遮熱
（①+③+割引）

¥45,000 ¥52,000 ¥52,500 ¥52,500 ¥57,000 ¥60,000 ¥64,500 ¥67,000

⑤プレミアム
（②+③+割引）

¥50,800 ¥58,700 ¥59,300 ¥59,300 ¥64,600 ¥68,200 ¥73,400 ¥76,400

¥31,500 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥38,000 ¥36,000 ¥38,500

¥44,500 ¥51,500 ¥51,500 ¥51,500 ¥52,000 ¥54,000 ¥53,000 ¥55,500

¥74,300 ¥86,700 ¥87,300 ¥87,300 ¥92,600 ¥98,200 ¥101,400 ¥106,900

１年保証あり

メーカー
軽自動車 乗用車/RV 大型車／高級車

DAIHATSU

TOYOTA

LEXUS

SUZUKI

SUBARU

MITSUBISHI

　リア一台分

③　フロント2面
（運転席・助手席）

NISSAN

HONDA

MAZDA

⑧　全面セット
（②+⑦+割引）

※　表示価格は、消費税別です。ご了承下さい。

お得なセット
（ﾌﾛﾝﾄ除く）

⑥　フロントのみ

⑦　フロント3面セット
（③+⑥+割引）



CAR　FILM

CAR FILM 施工価格表 株式会社　クリンテックサービス
輸入車 更新日：2019年10月16日

1 2 3 4 5 6 7 8

ミニ　３ドア ミニクラブマン １シリーズ 3シリーズ　ワゴン ５シリーズ　ワゴン ７シリーズ　　ｼｮｰﾄ ７シリーズ　ﾛﾝｸﾞ

クロスオーバー ３シリーズ　セダン ２シリーズ X5 M6　クーペ

３シリーズ　３ドア ３シリーズ　クーペ 5シリーズ　セダン X6 M6　オープン

Z3　クーペ Z4　クーペ

X3

4シリーズ

6シリーズ

Aクラス　５ドア Bクラス Mクラス Gクラス CLS　セダン

C　クーペ Cクラスワゴン Eクラス　ワゴン Sクラス

C　セダン Eｸﾗｽ　ｸｰﾍﾟ　ｾﾀﾞﾝ ピアノ CLK

スマートシリーズ CLクラス

バネオ

S40 S80 XC90

S60 Ｖ50　ワゴン V70　ワゴン

V40 XC70ワゴン

A3　3ドア S6　セダン Ａ6　ｱﾊﾞﾝﾄ A8

A3　5ドア Ａ6　セダン Ｑ7 S8

A4　

S3　3ドア

TTクーペ

ポロ　３ドア ゴルフ トゥーラン トゥアレグ

ゴルフ　３ドア ジェッタ シャラン

アップ ポロ　５ドア

パサート

アストラ アストラ　ワゴン

シグナム

1007 206 307　セダン RCZ

208 407　ワゴン

307

407

ルーテシア３ドア メガーヌ メガーヌ　ワゴン カングー　5ドア

ルーテシア　５ドア グランセニック

キャプチャー

フリーランダー レンジローバー

ディスカバリー3.5

500　３ドア ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾌﾟﾝﾄ　５ドア

ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾌﾟﾝﾄ　３ドア

パンダ

Xタイプセダン ＸＫ XJ

Xタイプワゴン

ボクスター カイエン パナメーラ

ケイマン

ＡｌｆａＳｐｉｄｅｒ GT 166

ブレラー　クーペ 159

156　セダン

147

Ｃ４ クーペ C5　セダン C5　ワゴン

Ｃ４　５ドア C4　ワゴン

ロードスター モデルS モデルX

アストロ

①高性能遮熱 ¥32,500 ¥37,000 ¥39,500 ¥45,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥58,000 ¥60,000

②プレミアム ¥39,000 ¥44,400 ¥47,400 ¥54,000 ¥58,800 ¥64,800 ¥69,600 ¥72,000

¥20,500 ¥21,000 ¥21,500 ¥23,500 ¥24,000 ¥26,500 ¥26,500 ¥26,500

④高性能遮熱
（①+③+割引）

¥51,000 ¥56,000 ¥59,000 ¥66,500 ¥71,000 ¥78,500 ¥82,500 ¥84,500

⑤プレミアム
（②+③+割引）

¥57,500 ¥63,400 ¥66,900 ¥75,500 ¥80,800 ¥89,300 ¥94,100 ¥96,500

¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥38,500 ¥41,000 ¥41,000 ¥41,000

¥50,500 ¥51,000 ¥51,500 ¥53,500 ¥57,500 ¥62,500 ¥62,500 ¥62,500

¥84,500 ¥90,400 ¥93,900 ¥102,500 ¥111,300 ¥122,300 ¥127,100 ¥129,500

１年保証あり

メーカー
コンパクト／乗用車/RV／ミニバン－1BOX

ＢＭＷ

Ｍｅｒｃｅｄｅｓ　Ｂｅｎｚ

ＶＯＬＶＯ

ＡＵＤＩ

Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ

ニュービートル
　 カブリオレ

OPEL

ＰＥＵＧＥＯＴ

ＲＥＮＡＵＬＴ

ＬＡＮＤＲＯＶＥＲ

ＦＩＡＴ

ＪＡＧＵＡＲ

ＰＯＲＳＣＨＥ

ＡＬＦＡＲＯＭＥＯ

ＣＩＴＲＯＥＮ

TESLA

⑦　フロント3面セット
（③+⑥+割引）

⑧　全面セット
（②+⑦+割引）

※　表示価格は、消費税別です。ご了承下さい。

OTHER

　リア一台分

③フロント2面
（運転席・助手席）

お得なセット
（ﾌﾛﾝﾄ除く）

⑥　フロントのみ


