
A B C D E F G H I J
TOYOTA IQ ｂB ｵｰﾘｽ ｱﾘｵﾝ ｱﾍﾞﾝｼｽ ｱﾘｽﾄ　　GS ｳﾞｫｸｼｰ ｴｽﾃｨﾏ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ
LEXUS ｳﾞｨｯﾂ ﾌﾟﾘｳｽ ﾙﾐｵﾝ ﾏｰｸX ｱｲｼｽ　　SC ｸﾙｰｶﾞｰ ﾊｲｴｰｽ ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ

ｲｽﾄ ﾌﾞﾚｲﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｵ RAV4 ｲﾌﾟｻﾑ ｾﾙｼｵ　　LS ｻｰﾌ ﾊｲｴｰｽL
ﾊﾟｯｿ ﾌｨｰﾙﾀﾞｰ ｼｴﾝﾀ IS ｳｨｯｼｭ ﾏｼﾞｪｽﾀ ﾌﾟﾗﾄﾞ ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ
ﾗｸﾃｨｽ ﾍﾞﾙﾀ ﾎﾟﾙﾃ ｶﾑﾘ ﾊﾘｱｰ　　RX LS600ｈL ｾﾝﾁｭﾘｰ

ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ ｸﾗｳﾝ
NISSAN ﾓｺ ﾏｰﾁ ﾃｨｰﾀﾞ ｼﾙﾌｨ ｽｶｲﾗｲﾝ ｴｸｽﾄﾚｲﾙ ﾊﾞﾈｯﾄ ｷｬﾗﾊﾞﾝ ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ｵｯﾃｨ ﾉｰﾄ ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ ﾃｨｱﾅ ﾃﾞｭｱﾘｽ ｾﾚﾅ GT-R ｻﾌｧﾘ
ｷｭｰﾌﾞ ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ ﾗﾌｪｽﾀ ﾌｰｶﾞ ﾌﾟﾚｻｰｼﾞｭ

ｽﾃｰｼﾞｱ ﾑﾗｰﾉ
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

HONDA ｻﾞｯﾂ ﾊﾞﾓｽ ｲﾝｻｲﾄ ﾌﾘｰﾄﾞ ｱｺｰﾄﾞ ｱｺｰﾄﾞW NSX ｴﾘｼｵﾝ ﾗｸﾞﾚｲﾄ
ﾗｲﾌ ﾌｨｯﾄ ｼﾋﾞｯｸ ｼﾋﾞｯｸﾌｪﾘｵ HRV ｲﾝｽﾊﾟｲｱ ｵﾃﾞｯｾｲ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ MDX
ｾﾞｽﾄ CRZ ﾌｨｯﾄｱﾘｱ ﾓﾋﾞﾘｵ ｴﾃﾞｨｯｸｽ ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ

S2000 ｲﾝﾃｸﾞﾗ ｽﾄﾘｰﾑ CRV
ｴﾚﾒﾝﾄ

MAZDA AZﾜｺﾞﾝ ﾃﾞﾐｵ ｱｸｾﾗ ｱﾃﾝｻﾞ ｱﾃﾝｻﾞW ﾌﾟﾚﾏｼｰ MPV ﾎﾞﾝｺﾞ
ﾗﾋﾟｭﾀ ﾍﾞﾘｰｻ RX8 CX7 ﾋﾞｱﾝﾃ

ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ MPV
MITSUBISHI ﾐﾆｶ ekﾜｺﾞﾝ ｺﾙﾄ ｷﾞｬﾗﾝ ﾃﾞｨｵﾝ RVR ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ ﾃﾞﾘｶD5 ﾊﾟｼﾞｪﾛL

ｱｲ ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ ﾗﾝｻｰ ﾗﾝｻｰW ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ ﾄﾗｲﾄﾝ
SUBARU R2 ﾌﾟﾚｵ ﾃﾞｨｱｽ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻW ﾚｶﾞｼｰ ﾚｶﾞｼｰW

ｽﾃﾗ ﾌｫﾚｽﾀｰ
DAIHATSU ｺﾍﾟﾝ ﾑｰﾌﾞ　　ｺﾝﾃ ﾌﾞｰﾝ　　　ｸｰﾋﾞｰｺﾞ ﾌﾞｰﾝﾙﾐﾅｽ ｱﾙﾃｨｽ

ﾃﾘｵｽｷｯﾄﾞ ｱﾄﾚｰ　ﾃﾘｵｽ
SUZUKI ﾂｲﾝ ﾜｺﾞﾝR ｽｲﾌﾄ SX4 ｷｻﾞｼ ｴｽｸｰﾄﾞ Gｴｽｸｰﾄﾞ

ｱﾙﾄ Kei ｴﾌﾞﾘｰ ｿﾘｵ ﾗﾝﾃﾞｨ
ｼﾞﾑﾆｰ ｽﾌﾟﾗｯｼｭ ﾘｮｰｶﾞ ﾇｴﾗ ｶﾞﾘｭｰⅡ

ドライ　/　セダンタイプ ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000 ¥20,000 ¥23,000 ¥24,000 ¥30,000 ¥34,000

              ワゴンタイプ ¥13,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥23,000 ¥24,000 ¥25,000 ¥26,000 ¥28,000 ¥34,000 ¥38,000

スチーム　/　セダンタイプ ¥21,000 ¥24,000 ¥25,000 ¥29,000 ¥32,000 ¥33,000 ¥38,000 ¥40,000

                  ワゴンタイプ ¥18,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥30,000 ¥31,000 ¥33,000 ¥35,000 ¥37,000 ¥41,000 ¥44,000

光触媒加工　/　セダンタイプ ¥14,000 ¥14,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,000 ¥16,000

                      ワゴンタイプ ¥14,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,000 ¥17,000

レザートリートメント

A B C D E F G H I J

※レザーシートは、ドライ料金プラス￥10,000より。
※消臭作業、灯油の除去等は、状態に応じてお見積もりさせていただきます。

ルームクリーニング　国産車価格表



A B C D E F G H I J
BMW Z3　Z4 １ｼﾘｰｽﾞ ３ｼﾘｰｽﾞ ３T　５ｼﾘｰｽﾞ５T　　　X3 ７ｼﾘｰｽﾞ ﾍﾞﾝﾄﾚｰ

ミニR56 ミニR55 ミニR60 ６ｼﾘｰｽﾞ X5　　X6 RR
メルセデスベンツ スマート SLK CLK Cｸﾗｽ Eｸﾗｽ EｸﾗｽW Sｸﾗｽ Vｸﾗｽ ﾏｲﾊﾞｯﾊ

Aｸﾗｽ（旧） Bｸﾗｽ（旧） CｸﾗｽW CL Gｸﾗｽ GｸﾗｽL
Aｸﾗｽ Bｸﾗｽ CLS Mｸﾗｽ

フォルクスワーゲン ルポ ポロ ビートル ボーラ ﾊﾟｻｰﾄW ﾃｨｸﾞｱﾝ ﾄｩｱﾚｸﾞ
ゴルフ ゴルフW
シロッコ パサート

ジェッタ
アウディ TT S4　　　A4 A5W　S5W Q5 A8　　S8 Q7

A1　A3　S3 S5　　　A5 A6　　　S6 S6W　A6W
ポルシェ ﾎﾞｸｽﾀｰ ケイマン カレラ ﾊﾟﾅﾒｰﾗ ｶｲｴﾝ
ボルボ C30 C70　　S40 S60　　V50 S80　　V70 XC90
ジャガー ｼﾞｬｶﾞｰX ｼﾞｬｶﾞｰS ｼﾞｬｶﾞｰXK ｼﾞｬｶﾞｰXJ
プジョー 206 207 207SW　308 308SW　407 407SW　607
ローバー ミニ ﾌﾘｰﾗﾝﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ ﾚﾝｼﾞﾛｰﾊﾞｰ
キャデラック CTS　　XLR STS　　DTS ｴｽｶﾚｰﾄﾞ
シボレー クルーズ オプトラ HHR ﾀﾎ　ﾄﾚｲﾙB ｴｸｽﾌﾟﾚｽ
フォード ﾌｨｴｽﾀ ﾏｽﾀﾝｸﾞ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ ｱｽﾄﾛ　　H3 H2

ﾌｫｰｶｽ 300C　ﾅｲﾄﾛ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
クライスラー ﾁｪﾛｷｰ PTｸﾙｰｻﾞｰ ｺﾏﾝﾀﾞｰ MKX

ﾗﾝｸﾞﾗｰ ﾊﾟﾄﾘｵｯﾄ Gﾁｪﾛｷｰ ﾎﾞｲｼﾞｬｰ
サーブ ｻｰﾌﾞ9-3 ｻｰﾌﾞ9-5 ｻｰﾌﾞ9-5W
シトロエン C2 C3 C5 C5W　　C6
マセラティ C4ﾋﾟｶｿ ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾞﾓ ｸｱﾄﾛﾎﾟﾙﾃ

ﾙﾉｰﾒｶﾞｰﾇ ﾙﾉｰﾙｰﾃｼｱ フェラーリ
ﾌｨｱｯﾄ500 ｱﾙﾌｧ147 ｱﾙﾌｧ166 ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ

ドライ　/　セダンタイプ ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000 ¥20,000 ¥23,000 ¥24,000 ¥30,000 ¥34,000 ¥38,000

              ワゴンタイプ ¥13,000 ¥22,000 ¥23,000 ¥24,000 ¥25,000 ¥26,000 ¥28,000 ¥34,000 ¥38,000 ¥42,000

スチーム　/　セダンタイプ ¥21,000 ¥24,000 ¥25,000 ¥29,000 ¥32,000 ¥33,000 ¥38,000 ¥40,000 ¥43,000

                  ワゴンタイプ ¥18,000 ¥27,000 ¥30,000 ¥31,000 ¥33,000 ¥35,000 ¥37,000 ¥41,000 ¥44,000 ¥48,000

光触媒加工　/　セダンタイプ ¥14,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000

                      ワゴンタイプ ¥14,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,000

レザートリートメント

A B C D E F G H I J

※レザーシートは、ドライ料金プラス￥10,000より。
※消臭作業、灯油の除去等は、状態に応じてお見積もりさせていただきます。

ルームクリーニング　輸入車価格表


