
ROOM CLEANING＆COATING

SUN LIGHT 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：2018年4月17日

Kei エブリイ ソリオ エスクード ランディ

アルト ハスラー SX4

ラパン ワゴンR ・ MRワゴン シボレーMW

ジムニーシエラ シボレークルーズ

スイフト

R1 サンバー BRZ レガシィアウトバック エクシーガ

R2 ステラ インプレッサ フォレスター

プレオ インプレッサワゴン レガシィワゴン

レガシィセダン レヴォーグ

エッセ アトレー ・ ウェイク アルティス メビウス

ソニカ タント ・ ムーヴ

ミラ ココア ・ コペン

ビーゴ ・ ブーン

CT GS LS LSロング

IS RX LX

HS NX LFA

RC LC

ピクシス iQ 86 クラウン クラウンマジェスタ アルファード ハイエースロング

ラッシュ カローラフィルダー プリウスα セルシオ ハイエース ハイエースハイルーフ

ヴィッツ プリウス ハリアー センチュリー ヴェルファイア

ラクティス カローラルミオン C-HR ハイラックスサーフ

アクア アクシオ マークX ランクルプラド

パッソ ｂB カムリ ウィッシュ

スペイド プレミオ ミライ ノア・ヴォクシー

オーリス シエンタ エクスファイア

アイシス エスティマ

モコ ・ ピノ ウイングロード エクストレイル プレジデント エルグランド

ルークス ・ ティーダ ジューク スカイライン シーマ ・ フーガ キャラバン

ノート ・ マーチ ティーダラティオ ステージア フェアレディZ ・ GT-R

リーフ 新型　リーフ ティアナ セレナ ・ ラフェスタ

キューブ ムラーノ プレサージュ

N-ONE ザッツ ・ ゼスト CR-V　・　シャトル アコードワゴン レジェンド エリシオン

S660 ライフ アコード インスパイア オデッセイ

N-BOX ストリーム ヴェゼル ステップワゴン

アクティ ・ バモス インサイト フリード NSX

インテグラ S2000

シビック ・ フィット シビックType-R

キャロル AZワゴン ・ フレア アクセラ アテンザワゴン MPV

スクラムワゴン アクセラスポーツ CX-3 CX-5

デミオ ・ ベリーサ プレマシー CX-8

ロードスター RX-8 ビアンテ

ミニカ コルト ・ ミラージュ パジェロイオ アウトランダー パジェロショート デリカスペースギア

ek ・ i ギャラン ランサーワゴン デグニティ デリカＤ：5

タウンボックス ランサーエボリューション エクリプスクロス プラウディア パジェロロング

パジェロミニ RVR シャリオグランディス

ライク ヒミコ ヌエラ オロチ

キュート リョーガ ガリュー

ビュート リューギ

サンライト【新車】 ¥10,000 ¥10,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥28,000 ¥28,000

soft　cleaning ¥30,000 ¥35,000 ¥48,000 ¥53,000 ¥68,000 ¥73,000

hard cleaning ¥60,000 ¥66,000 ¥80,000 ¥86,000 ¥102,000 ¥108,000

脱臭特殊cleaning ¥80,000 ¥91,000 ¥110,000 ¥121,000 ¥142,000 ¥153,000

DAIHATSU

MAZDA

LEXUS

TOYOTA

NISSAN

HONDA

※　表示価格は、消費税別です。ご了承下さい。
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ROOM CLEANING＆COATING

SUN LIGHT 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：2018年4月8日

ミニ 1シリーズ 3シリーズツーリング 5シリーズツーリング Ｘ5　・　X6

ミニ　クラブマン 2シリーズ 4シリーズ　グラン 5シリーズグラン 6シリーズ　グラン

3シリーズ 5シリーズ 6シリーズ 7シリーズ　セダン

Ｍロードスター X1 X3　・　X4 ｉ8

Z３　・　Z4 アクティブツアラー

ミニ　クロスオーバー

スマートクーペ Aクラス Bクラス CLK CL　CLS SLRマクラーレン GL

スマートフォーツー スマートフォーフォー Cクラス　セダン クーペ Eクラス Eクラス　ワゴン Gクラス GLS

スマートロードスター SLK GLK SL ・ SLS Mクラス マイバッハ

CLA ・ CLA GLA GLE Sクラス Vクラス

GLC AMGGT

C30 S40 C70 V70 XC90

V40 S60 XC60　・　XC70

V50 S80

TTロードスター A3 A4　アバント A6　アバント A8　セダン

A1 A4　セダン A5　カブリオレ A7　スポーツ R8

TT　クーペ A6　セダン

TT　RS Q3 Q5 Q7

NEWビートル　 カブリオレ イオス ゴルフヴァリアント トゥアレグ

POLO ゴルフ ゴルフトゥーラン パサートヴァリアント

シロッコ ティグアン ヴァナゴン

NEWビートル パサート シャラン

207　・　208 207SW　・　RCZ 307SW　・　308SW 3008　・　607

307　・　308 407　・　2008　・　508 5008　・508SW

トゥインゴ ルーテシア カングー コレオス

メガーヌ キャプチャー

C3 C4 C4ピカソ DS5

DS3 DS4 C5

XE S Type ・ F Type XJ

XF Type ・ XK ディスカバリ-

イヴォーグ レンジローバー

チンクエチェント ジュリエッタ ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵｳﾞｪﾙﾃ 8C

パンダ Alfa　Brera　GT Alfa166

MITO　Spider 4C Alfa156ワゴン 8Cスパイダー

ボクスター 911　・　カレラ パナメーラ カイエン F430 ・ F12 ・ 458

911カブリオレ ケイマンS マカン カレラＧＴ ・ ウルス

ムルシエラゴ ・ 488

アベンタドール

ガヤルド ・ ウラカン

ヴァンテージ ギブリ　・　DB9 クアトロポルテ

グラントゥーリズモ ラビード

グランカブリオ

ヴァンキッシュ

フェイスタ マスタング MKX エクスプローラー ナビゲーター

フォーカス エスケープ ・ クーガ スポーツトラック

コルベット マグナム ・ 300C グランドチェロキー アストロ

CTS チャージャー TESLA　モデルS エスカレード

TESLAロードスター ラングラー TESLA　モデルＸ ハマーＨ1.Ｈ2.Ｈ3

エリーゼ 540 ・ 650 ・ MP4-12

エキシージ 570 ・ 675 ・ P1

サンライト【新車】 ¥10,000 ¥10,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥28,000 ¥28,000

soft　cleaning ¥30,000 ¥35,000 ¥48,000 ¥53,000 ¥68,000 ¥73,000

hard cleaning ¥60,000 ¥66,000 ¥80,000 ¥86,000 ¥102,000 ¥108,000

脱臭特殊cleaning ¥80,000 ¥91,000 ¥110,000 ¥121,000 ¥142,000 ¥153,000

ＣＨＥＶＲＯＬＥＴ
ＣＨＲＹＳＬＥＲ
ＣＡＤＩＬＬＡＣ

ＴＥＳＬＡ

ＬＯＴＵＳ
McLaren

要見積り

※　表示価格は、消費税別です。ご了承下さい。
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