
BODY GLASS COATING

（税込み8％） 株式会社　クリンテックサービス

国産車

kei エブリィ・SX４ エクシードロング ランディ

アルト エクシードショート シボレーMW

ラパン ワゴンR・MRワゴン シボレークルーズ

ジムニーシエラ 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 インプレッサワゴン フォレスター

プレオ レガシーセダン レガシーワゴン 

エッセ クー アルティス

ソニカ ビーゴ・ブーン

ミラ デリオスキッド

アトレイ・タント

ムーブ・コペン

CT GS LS LSロング

IS RX

HS NX

RC

ピクシス iQ 86 アベンシス クラウンマジェスタ アルファード

ｂB カローラフィルダー クラウン セルシオ ハイエース

イスト プリウス プリウスα センチュリー ヴェルファイア

ヴィッツ カローラルミオン クルーガー ランドクルーザ100

ラクティス アクシオ ハリアー ハイラックスサーフ

アクア サイ ヴァンガード プラドショート

パッソ サクシード マークX プラドロング

スペイド セリカ カムリ ウィッシュ

RAV4 プレミオ ミライ ノア・ヴォクシー

ラッシュ プレビス アイシス イプサム

エスティマ

キューブ 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

シルフィ ジューク サファリショート サファリロング キャラバン

ティーダ・ラティオ スカイライン シーマ・フーガ

ノート・マーチ ステージア フェアレディZ・GT-R

オッティ・モコ・ピノ ティアナ セレナ・ラフェスタ

クリッパー ムラーノ プレサージュ

N-ONE インテグラ CR-V アコードワゴン レジェンド

S660 エディックス アコード インスパイア オデッセイ

シビック・フィット エアウェーブ ヴェゼル ステップワゴン

アクティ・バモス ストリーム エリシオン

ザッツ・ゼスト インサイト NSX

ライフ S2000

N-BOX モビリオ

キャロル デミオ・ベリーサ アクセラ アテンザワゴン MPV

スピアーノ ロードスター アクセラスポーツ CX-3 CX-5

AZワゴン プレマシー ビアンテ

スクラムワゴン RX-8

ミニカ コルト・トライトン 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 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

新車 ¥21,600 ¥23,760 ¥25,920 ¥29,160 ¥34,560 ¥43,200 ¥50,760

light polish ¥34,560 ¥38,880 ¥43,200 ¥48,600 ¥56,160 ¥68,040 ¥78,840

middle polish ¥46,440 ¥52,920 ¥59,400 ¥66,960 ¥76,680 ¥91,800 ¥105,840

hard polish ¥61,560 ¥70,200 ¥78,840 ¥88,560 ¥100,440 ¥118,800 ¥136,080

MITSUBISHI

MITSUOKA

CTS=COAT（疎水Type）　施工価格表

NISSAN

HONDA

TOYOTA

SUZUKI

メーカー

MAZDA

SUBARU

DAIHATSU

LEXUS

L LL 3L 特殊車SS S M



BODY GLASS COATING

（税込み8％） 株式会社　クリンテックサービス

国産車

kei エブリィ・SX４ エクシードロング ランディ

アルト エクシードショート シボレーMW

ラパン ワゴンR・MRワゴン シボレークルーズ

ジムニーシエラ 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 インプレッサワゴン フォレスター

プレオ レガシーセダン レガシーワゴン 

エッセ クー アルティス

ソニカ ビーゴ・ブーン

ミラ デリオスキッド

アトレイ・タント

ムーブ・コペン

CT GS LS LSロング

IS RX

HS NX

RC

ピクシス iQ 86 アベンシス クラウンマジェスタ アルファード

ｂB カローラフィルダー クラウン セルシオ ハイエース

イスト プリウス プリウスα センチュリー ヴェルファイア

ヴィッツ カローラルミオン クルーガー ランドクルーザ100

ラクティス アクシオ ハリアー ハイラックスサーフ

アクア サイ ヴァンガード プラドショート

パッソ サクシード マークX プラドロング

スペイド セリカ カムリ ウィッシュ

RAV4 プレミオ ミライ ノア・ヴォクシー

ラッシュ プレビス アイシス イプサム

エスティマ

キューブ 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

シルフィ ジューク サファリショート サファリロング キャラバン

ティーダ・ラティオ スカイライン シーマ・フーガ

ノート・マーチ ステージア フェアレディZ・GT-R

オッティ・モコ・ピノ ティアナ セレナ・ラフェスタ

クリッパー ムラーノ プレサージュ

N-ONE インテグラ CR-V アコードワゴン レジェンド

S660 エディックス アコード インスパイア オデッセイ

シビック・フィット エアウェーブ ヴェゼル ステップワゴン

アクティ・バモス ストリーム エリシオン

ザッツ・ゼスト インサイト NSX

ライフ S2000

N-BOX モビリオ

キャロル デミオ・ベリーサ アクセラ アテンザワゴン MPV

スピアーノ ロードスター アクセラスポーツ CX-3 CX-5

AZワゴン プレマシー ビアンテ

スクラムワゴン RX-8

ミニカ コルト・トライトン 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 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

新車 ¥51,840 ¥62,640 ¥73,440 ¥78,840 ¥89,640 ¥98,280 ¥106,920

light polish ¥64,800 ¥77,760 ¥90,720 ¥98,280 ¥111,240 ¥123,120 ¥135,000

middle polish ¥76,680 ¥91,800 ¥106,920 ¥116,640 ¥131,760 ¥146,880 ¥162,000

hard polish ¥91,800 ¥109,080 ¥126,360 ¥138,240 ¥155,520 ¥173,880 ¥192,240

SUZUKI

SUBARU

DAIHATSU

LEXUS

TOYOTA

CTS=COAT（撥水Type）　施工価格表

メーカー SS S M L LL 3L 特殊車

MITSUBISHI

MITSUOKA

NISSAN

HONDA

MAZDA



BODY GLASS COATING

（税込み8％） 株式会社　クリンテックサービス

国産車

kei エブリィ・SX４ エクシードロング ランディ

アルト エクシードショート シボレーMW

ラパン ワゴンR・MRワゴン シボレークルーズ

ジムニーシエラ 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 インプレッサワゴン フォレスター

プレオ レガシーセダン レガシーワゴン 

エッセ クー アルティス

ソニカ ビーゴ・ブーン

ミラ デリオスキッド

アトレイ・タント

ムーブ・コペン

CT GS LS LSロング

IS RX

HS NX

RC

ピクシス iQ 86 アベンシス クラウンマジェスタ アルファード

ｂB カローラフィルダー クラウン セルシオ ハイエース

イスト プリウス プリウスα センチュリー ヴェルファイア

ヴィッツ カローラルミオン クルーガー ランドクルーザ100

ラクティス アクシオ ハリアー ハイラックスサーフ

アクア サイ ヴァンガード プラドショート

パッソ サクシード マークX プラドロング

スペイド セリカ カムリ ウィッシュ

RAV4 プレミオ ミライ ノア・ヴォクシー

ラッシュ プレビス アイシス イプサム

エスティマ

キューブ 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

シルフィ ジューク サファリショート サファリロング キャラバン

ティーダ・ラティオ スカイライン シーマ・フーガ

ノート・マーチ ステージア フェアレディZ・GT-R

オッティ・モコ・ピノ ティアナ セレナ・ラフェスタ

クリッパー ムラーノ プレサージュ

N-ONE インテグラ CR-V アコードワゴン レジェンド

S660 エディックス アコード インスパイア オデッセイ

シビック・フィット エアウェーブ ヴェゼル ステップワゴン

アクティ・バモス ストリーム エリシオン

ザッツ・ゼスト インサイト NSX

ライフ S2000

N-BOX モビリオ

キャロル デミオ・ベリーサ アクセラ アテンザワゴン MPV

スピアーノ ロードスター アクセラスポーツ CX-3 CX-5

AZワゴン プレマシー ビアンテ

スクラムワゴン RX-8

ミニカ コルト・トライトン 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 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

新車 ¥84,240 ¥100,440 ¥105,840 ¥111,240 ¥122,040 ¥130,680 ¥139,320

light polish ¥97,200 ¥115,560 ¥123,120 ¥130,680 ¥143,640 ¥155,520 ¥167,400

middle polish ¥109,080 ¥129,600 ¥139,320 ¥149,040 ¥164,160 ¥179,280 ¥194,400

hard polish ¥124,200 ¥146,880 ¥158,760 ¥170,640 ¥187,920 ¥206,280 ¥224,640

NISSAN

HONDA

MAZDA

MITSUBISHI

MITSUOKA

SUZUKI

SUBARU

DAIHATSU

LEXUS

TOYOTA

CTS=COAT（超親水Type）　施工価格表

メーカー SS S M L LL 3L 特殊車


