
ボディサイズ SPクラス 預り日数

2日

4日

3日

4日

＋1日

＋1日

＋1日

＋2日

＋3日

【特記事項】　ボディコーティング施工範囲は塗装面に限ります　（塗装以外の部位は、部材別専用コーティング A505シリーズをご指定下さい）

■ボディサイズの目安■　Sクラス（全長：～4150ｍｍ）　・Mクラス（全長：～4300ｍｍ）　・Lクラス（全長：～5000ｍｍ）　・SPクラス（スペシャリティ＆クラシック）

※車高1550ｍｍ以上の車両は、ハイルーフクラスでの料金になります。　SPクラスは別途お見積りとなります。

￥22,000 ～ ￥33,000 ～ ￥44,000 ～

 C： ディテーリング・研磨 【Level.3】　※傷・染みダメージの多い既販車・中古車向け ￥33,000 ～ ￥44,000 ～ ￥55,000 ～

● 既販車（中古車）　ディテーリング研磨料金

既販車（中古車）
ディテーリング

研磨料金

 A： ディテーリング・研磨 【Level.1】　※既販車・中古車 / 淡色車向け ￥11,000 ～ ￥22,000 ～ ￥33,000 ～

ASK B： ディテーリング・研磨 【Level.2】　※既販車・中古車 / 濃色車向け

● 新車コンディションにあわせたオプションもお選びいただけます

新車オプション
 A： 新車ディテール調整 【Level.1】　※傷・染みの多い新車 / 淡色車向け ￥11,000 ￥16,500 ￥22,000

ASK
 B： 新車ディテール調整 【Level.2】　※傷・染みの多い新車 / 濃色車向け ￥22,000 ￥27,500 ￥33,000

￥112,500

 D： ARNAGE PREMIUM 2　【無機100％シリカガラス2層被膜 ＋ 超滑水性界面】 ￥124,000 ￥130,000 ￥142,000

基本作業 　ボディチェック ・ 界面汚染物質除去 ・ 簡易ホイール洗浄 ・ コーティング下地処理ならびに塗装界面調整研磨

ガラス系
コーティング

 A： ARNAGE S  【疎水性２層被膜ガラス系コーティング】 ￥69,500 ￥75,000 ￥81,500

ASK
 B： ARNAGE EX　【撥水性硬質2層被膜ハイブリッドコーティング】 ￥85,500 ￥93,000 ￥97,500

ガラス
コーティング

 C： ARNAGE PREMIUM　【無機100％シリカガラス被膜 ＋ 超滑水性界面】 ￥94,500 ￥101,000

■ 既販車（中古車）施工適応条件 ■

※既販車（中古車）の施工は全て塗装に個体差が生じますので、塗装界面状態を弊社ブースにて確認した後、施工価格を積算させて頂きます

※概算施工価格は、コーティング価格＋既販車ディテーリング作業（研磨料金）を合算した価格で概算施工価格となります

施工内容 Sクラス Mクラス Lクラス

※現車優先とさせて頂きますので、入庫の際に適応除外とさせていただく場合がございますのでご了承ください

　Grace カーコーティング ・ディテーリング 施工価格 　【税込】
　（カーコーティング液剤： ARAF ARNAGE series　 ※ ARAF液剤 正規取扱店）

車高1550ｍｍ以上のお車はハイルーフ料金が加算されます
Sクラス＋　￥3,300　　　Mクラス＋　￥5,500　　　Lクラス＋￥11,000　　SPクラス（都度見積）

■ 新車施工適応条件 ■

※初年度登録より1ヶ月以内・走行距離1000ｋｍ未満での適応とさせていただきます

※展示車・試乗車・長期保管車両等は、既販車（中古車）扱いとなります



inch

【特記事項】

施工範囲

【特記事項】

※ホイール鉄粉除去を行う場合は別途見積となります　（除去作業を行った場合でも完全除去を保証するものではありません）

※ホイール脱着にて裏面の施工・洗浄は行いません　（表面施工に限ります。裏面施工希望の場合は料金ならびに施工可否をお問合せ下さい）

※施工金額は塗布面積、形状により異なりますのでコーティング部位を指定してお問い合わせください （ボディサイズではなく、面積での積算となります）

※同じ面積でも下地状態、処理方法により価格が異なりますので、正確な見積は現車確認後のお見積りとなります

※ボディコーティングとの同時施工価格になります（単体施工は承っておりません）

 E： その他 素地樹脂・PVC等　（グリル・ピラー・ウィング・ラッピング等） ￥11,000～ ￥16,500～ ￥22,000～

 C： リアルカーボン　（ドライ・ウェット可） ￥16,500～

 D： 金属・非鉄金属　（モール・レール・マフラー等）　※アルマイト処理材不可 ￥22,000～

材質別専用
コーティング

 A： ポリカーボネート 　（ヘッドライト・グリル・テールレンズ等） ￥5,500～ ￥11,000～ ￥16,500～

ASK

 B： 未塗装樹脂　（フェンダー・バンパー・ピラー等） ￥11,000～ ￥16,500～ ￥22,000～

￥33,000～ ￥44,000～

施工内容 S area M area L area XL area・SPクラス

ホイール
コーティング

 A： ホイールコーティング　ST　【ガラス系コーティング】  / 4本 ￥22,000 ￥26,400 ￥30,800
ASK

 N： 新車ボディコーティング同時割引特価　/ 4本　※ホイールコーティングST ￥11,000 ￥13,200 ￥15,400

　Grace 材質別専用コーティング 施工価格　　【 税込 】
　（材質別専用コーティング液剤： ARAF A505 series　 ※ ARAF液剤 正規取扱店）

　 マテリアル（材質）別に開発された専用コーティングとなります
　 ※【特記事項】を必ずお読みいただきご依頼ください

施工内容 ～16inch 17inch～18inch 19inch～20inch 21inch～



サイズ/面積 SPクラス 預り日数

＋1日

＋1日

＋1日

－

ASK

ASK

● 窓ガラス 撥水処理コート

【特記事項】　カービューティー オプション施工は、ボディコーティングと同時施工に限ります　※塗装状態・材質により施工できないオプションも御座いますのでお問い合わせください

■ボディサイズの目安■　Sクラス（全長：～4150ｍｍ）　・Mクラス（全長：～4300ｍｍ）　・Lクラス（全長：～5000ｍｍ）　・SPクラス（スペシャリティ＆クラシック）

 B： サイドドアガラス / 1枚 ￥3,300　～

 C： 1台分全面セット特価 ￥16,500

 D： 水染み除去作業（ウロコ状の染み） / 1枚　※除去できない場合も御座います ￥5,500　～

窓ガラス
撥水コート

 A： フロントガラス・リアガラス・サンルーフ / 1枚 ￥5,500　～

ASK
＋1日

￥5,500

● インテリア 抗菌・抗ウィルスコーティング　　　※SIAA 取得認証済み　（抗菌・抗ウィルス） / 一般社団法人 抗菌製品技術協議会

インテリア
コーティング

 A： ステアリング（パドル含む）・ステアリングカバー・シフトノブ・サイドレバーグリップ ￥16,500

ASK
＋1日

 B： スイッチ・レバー類（ウィンカー・ライト・ワイパー・パワーウィンドウ・スタート） ￥11,000

 C： ドアノブ ASSY（インナーハンドル・アウターハンドル・周辺トリム）×ドアパネル枚数 ￥11,000

 D： ナビゲーションユニット・エアコンユニット・センターパネル ￥13,200

 E： シート・インテリアボード・インテリアパネル等　※アルカンターラ素材不可 ASK　※お問い合わせください

● ディテーリングオプション

ディテーリング
オプション

 A： 鉄粉除去・処理 ￥11,000　～ ￥16,500　～ ￥22,000　～

ASK
 B： タイヤ・ホイール洗浄　【ディテール洗浄】 / 1本 ￥5,500　～

 C： ディテール洗車　【細部洗浄・洗車】 ￥11,000 ￥16,500 ￥22,000

 D： オーバーコートシステム　【犠牲膜形成施工　コーティング後の保護膜形成】 ￥3,300 ￥4,400

　Grace カービューティー オプション施工価格 【税込】
　（抗菌・抗ウィルス コーティング液剤： B PROTECT FOR CAR　※ IKC液剤 正規取扱店）

　　ボディコーティングと同時施工可能なカービューティーオプション

施工内容 Sクラス Mクラス Lクラス


