
小型乗用車　　デリカD:2・ミラージュ・パジェロイオ・コルトなど

 A　車検整備料金  B　諸費用

1ｔ以下 1ｔ超～1.5ｔ以下

¥59,400 ¥16,400 ¥24,600

¥48,510 ¥21,550 ¥21,550

¥1,200 ¥1,200

¥11,000 ¥11,000

¥50,150 ¥58,350

¥9,900

¥6,930

¥2,970

¥4,455 ¥109,550 ¥117,750

¥6,435 ¥98,660 ¥106,860

項目 項目

ベーシックコース 重量税

エコノミーコース 自賠責保険料（24ヵ月）

印紙代

車検代行料

車検の点検・整備項目

ベ

ー

シ

ッ

ク

エ

コ

ノ

ミ

ー

法定24か月点検
¥28,710

エンジン調整・システム診断

保安確認検査料

スチーム洗浄

合計

項目
ブレーキメンテナンス

ブレーキフルード交換 ベーシックコース

下廻り防錆塗装 エコノミーコース

1ｔ超～1.5ｔ以下1ｔ以下

合計料金（A＋B)

※上記重量税は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の車両に対する税額です。

※車歴13年超・18年超の車両及び、エコカー減税対象車に対する重量税額は店舗へ

お問い合わせください。

軽自動車　　eKシリーズ・トッポ・タウンボックスなど

 A　車検整備料金  B　諸費用

¥50,490 ¥6,600

¥40,590 ¥21,140

¥1,100

¥11,000

¥39,840

¥9,900

¥5,940

¥2,970

¥4,455 ¥90,330

¥5,445 ¥80,430

項目

ベーシックコース

エコノミーコース

車検の点検・整備項目

ベ

ー

シ

ッ

ク

エ

コ

ノ

ミ

ー

法定24か月点検
¥21,780

エンジン調整・システム診断

保安確認検査料

下廻り防錆塗装

スチーム洗浄

ブレーキメンテナンス

ブレーキフルード交換

項目

重量税

自賠責保険料（24ヵ月）

印紙代

車検代行料

項目

合計

ベーシックコース

エコノミーコース

合計料金（A＋B)

※上記重量税は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の

車両に対する税額です。

※車歴13年超・18年超の車両及び、エコカー減税対象車に

対する重量税額は店舗へお問い合わせください。

車検 料金表（10％税込）

※車検コース料金に部品・油脂費用は含まれていませんので別途費用が必要です。

※追加作業については別途費用がかかります。お見積りの上、ご相談させていただきます。

定期点検がセットの「ハーティメンテナンスⅡ（お手軽パック）」をご利用いただくと、

＋7,991円 で法定点検1回と安心点検2回がついてきます！

消耗部品もセットになった 断然お得な「しっかりパック」や

2年後の車検も付いた 「ハーティメンテナンスⅡ車検付」 もご用意しております。

※車検コース料金に部品・油脂費用は含まれていませんので別途費用が必要です。

※追加作業については別途費用がかかります。お見積りの上、ご相談させていただきます。

定期点検がセットの「ハーティメンテナンスⅡ（お手軽パック）」をご利用いただくと、

＋8,344円 で法定点検1回と安心点検2回がついてきます！
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消耗部品もセットになった 断然お得な「しっかりパック」 や

2年後の車検も付いた 「ハーティメンテナンスⅡ車検付」 もご用意しております。

小型乗用車 デリカD:2・ミラージュ・パジェロイオ・コルトなど

軽自動車 eKシリーズ・トッポ・タウンボックスなど



大型乗用車　　ディアマンテ・パジェロ・デリカD:5　など

 A　車検整備料金  B　諸費用

1ｔ超～1.5ｔ以下 1.5ｔ超～2ｔ以下 2ｔ超～2.5ｔ以下

¥63,855 ¥24,600 ¥32,800 ¥41,000

¥52,470 ¥21,550 ¥21,550 ¥21,550

¥1,200 ¥1,200 ¥1,200

¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

¥58,350 ¥66,550 ¥74,750

¥9,900

¥7,920

¥2,970

¥4,455 ¥122,205 ¥130,405 ¥138,605

¥6,930 ¥110,820 ¥119,020 ¥127,220

項目 項目

ベーシックコース 重量税

エコノミーコース 自賠責保険料（24ヵ月）

2ｔ超～2.5ｔ以下
ブレーキメンテナンス

ブレーキフルード交換 ベーシックコース

印紙代

車検代行料

車検の点検・整備項目

ベ

ー

シ

ッ

ク

エ

コ

ノ

ミ

ー

法定24か月点検
¥31,680

エンジン調整・システム診断

保安確認検査料

スチーム洗浄

合計

1.5ｔ超～2ｔ以下

下廻り防錆塗装 エコノミーコース

項目 1ｔ超～1.5ｔ以下

合計料金（A＋B)合計料金（A＋B)合計料金（A＋B)合計料金（A＋B)合計料金（A＋B)

※上記重量税は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の車両に対する税額です。

※車歴13年超・18年超の車両及び、エコカー減税対象車に対する重量税額は店舗へお問い合わせください。

中型乗用車　　アウトランダー・エクリプスクロス・ギャラン・グランディス・ディオン・RVR　など

 A　車検整備料金  B　諸費用

1ｔ超～1.5ｔ以下 1.5ｔ超～2ｔ以下

¥60,390 ¥24,600 ¥32,800

¥49,500 ¥21,550 ¥21,550

¥1,200 ¥1,200

¥11,000 ¥11,000

¥58,350 ¥66,550

¥9,900

¥6,930

¥2,970

¥4,455 ¥118,740 ¥126,940

¥6,435 ¥107,850 ¥116,050

項目 項目

ベーシックコース 重量税

エコノミーコース 自賠責保険料（24ヵ月）

印紙代

車検代行料

車検の点検・整備項目

ベ

ー

シ

ッ

ク

エ

コ

ノ

ミ

ー

法定24か月点検
¥29,700

エンジン調整・システム診断

保安確認検査料

スチーム洗浄
項目

下廻り防錆塗装 エコノミーコース

合計

1ｔ超～1.5ｔ以下 1.5ｔ超～2ｔ以下
ブレーキメンテナンス

ブレーキフルード交換 ベーシックコース

合計料金（A＋B)合計料金（A＋B)

※上記重量税は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の車両に対する税額です。

※車歴13年超・18年超の車両及び、エコカー減税対象車に対する重量税額は店舗へ

お問い合わせください。

大型乗用車 ディアマンテ・パジェロ・デリカD:5 など

車検 料金表（10％税込）
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定期点検がセットの「ハーティメンテナンスⅡ（お手軽パック）」をご利用いただくと、

＋7,354円 で法定点検1回と安心点検2回がついてきます！

消耗部品もセットになった 断然お得な「しっかりパック」や

2年後の車検も付いた 「ハーティメンテナンスⅡ車検付」 もご用意しております。

定期点検がセットの「ハーティメンテナンスⅡ（お手軽パック）」をご利用いただくと、

＋8,175円 で法定点検1回と安心点検2回がついてきます！

消耗部品もセットになった 断然お得な「しっかりパック」 や

2年後の車検も付いた 「ハーティメンテナンスⅡ車検付」 もご用意しております。

中型乗用車 アウトランダー・エクリプスクロス・ギャラン・グランディス・ディオン・RVR など

※車検コース料金に部品・油脂費用は含まれていませんので別途費用が必要です。

※追加作業については別途費用がかかります。お見積りの上、ご相談させていただきます。

※車検コース料金に部品・油脂費用は含まれていませんので別途費用が必要です。

※追加作業については別途費用がかかります。お見積りの上、ご相談させていただきます。



商用車　　デリカバン　など

 A　車検整備料金  B　諸費用

2ｔ超～2.5ｔ以下

¥63,855 ¥9,900

¥52,470 ¥15,050

¥1,200

¥11,000

¥37,150

¥9,900

¥7,920

¥2,970 2ｔ超～2.5ｔ以下

¥4,455 ¥101,005

¥6,930 ¥89,620

項目 項目

ベーシックコース 重量税

エコノミーコース 自賠責保険料（12ヵ月）

印紙代

車検の点検・整備項目

車検代行料

ベ

ー

シ

ッ

ク

エ

コ

ノ

ミ

ー

法定12か月点検
¥31,680

合計

エンジン調整・システム診断

保安確認検査料

項目

スチーム洗浄

ブレーキメンテナンス

ブレーキフルード交換 ベーシックコース

下廻り防錆塗装 エコノミーコース

合計料金（A＋B)

※上記重量税は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の

車両に対する税額です。

※車歴13年超・18年超の車両及び、エコカー減税対象車に

対する重量税額は店舗へお問い合わせください。

商用車　　ランサーカーゴ　など

 A　車検整備料金  B　諸費用

2ｔ以下

¥59,400 ¥6,600

¥48,510 ¥15,050

¥1,200

¥11,000

¥33,850

¥9,900

¥6,930

¥2,970 2ｔ以下

¥4,455 ¥93,250

¥6,435 ¥82,360

項目 項目

ベーシックコース 重量税

エコノミーコース 自賠責保険料（12ヵ月）

印紙代

車検の点検・整備項目

車検代行料

ベ

ー

シ

ッ

ク

エ

コ

ノ

ミ

ー

法定12か月点検
¥28,710

合計

エンジン調整・システム診断

保安確認検査料

項目

スチーム洗浄

ブレーキメンテナンス

ブレーキフルード交換 ベーシックコース

下廻り防錆塗装 エコノミーコース

合計料金（A＋B)

※上記重量税は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の

車両に対する税額です。

※車歴13年超・18年超の車両及び、エコカー減税対象車に

対する重量税額は店舗へお問い合わせください。

車検 料金表（10％税込）
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※車検コース料金に部品・油脂費用は含まれていませんので別途費用が必要です。

※追加作業については別途費用がかかります。お見積りの上、ご相談させていただきます。

※車検コース料金に部品・油脂費用は含まれていませんので別途費用が必要です。

※追加作業については別途費用がかかります。お見積りの上、ご相談させていただきます。

商用車 ランサーカーゴ など

商用車 デリカバン など


