
●上記料金設定は予告無く変更させていただくことがございます。 ●以下の事項に該当する場合、車種やブランドが合致した場合においても、カーセンサー

●カーセンサーアフター保証は、カーセンサー/AIS社が定める、指定の事前検査を受けた 　 アフター保証のお申し込みは出来ません。・電気自動車　・車両を次行の用途に使用さ

　 「カーセンサー車両品質評価書付車両」をお求めの際のみ、お申込みが可能です。 　 れる場合（レンタカー/タクシー/配送業、当）。　・2/8/9ナンバーの特殊な車両。　・改造

● 「カーセンサー車両品質評価書付車両」であっても、車種やブランド、車両の年式や走行 　 車両。　・販売店従業員のご親族（2等身以内）

　 距離によっては、お申込みになれない場合があります。 ●全てのプランで24時間365日受付のロードサービスが受けられます。（現場での応急

　 処置が30分を超える作業の場合は、別途実費費料金での清算となります）

詳しくは販売店までお問い合わせください。

ハイブリッド車、1、4ナンバーの貨物車は別途一律\10,500-（税込）が加算されます。

ハイブリッド車、1、4ナンバーの貨物車は別途一律\10,500-（税込）が加算されます。

(\207,000)

～70,000km ¥175,350 (\167,000) ¥248,850 (\237,000)

7年経過未満
（60～83ヶ月）

～30,000km ¥133,350 (\127,000) ¥185,850 (\177,000)

～50,000km ¥164,850 (\157,000) ¥217,350

¥164,850 (\157,000)

～70,000km ¥143,850 (\137,000) ¥196,350 (\187,000)

ハイブリッド車、ロータリーエンジン車、1、4ナンバーの貨物車は別途一律\10,500-（税込）が加算されます。

5年経過未満
（0～59ヶ月）

～30,000km ¥112,350 (\107,000) ¥133,350 (\127,000)

～50,000km ¥122,850 (\117,000)

(\107,000)

(\137,000)

(\167,000)

(\147,000)

(\177,000)

(\207,000)

¥143,850 (\137,000)

¥164,850 (\157,000)

¥112,350

¥143,850

¥175,350

¥154,350

¥185,850

¥217,350

¥91,350 (\87,000)

¥112,350 (\107,000)

¥122,850 (\117,000)

¥122,850 (\117,000)

5年経過未満
（0～59ヶ月）

7年経過未満
（60～83ヶ月）

～30,000km

～50,000km

～70,000km

～30,000km

～50,000km

～70,000km

税込価格　　　 （税抜価格） 税込価格 　　　（税抜価格）

1年
排気量 経過年数 走行距離

2年

(120～155ヶ月）

(60～83ヶ月）

10年
経過未満

(84～119ヶ月）

13年
経過未満 ～70,000km

～100,000km

～130,000km

走行距離

5年
経過未満

(0～59ヶ月）

7年
経過未満

～50,000km

～70,000km

～100,000km

～130,000km

～30,000km

～50,000km

¥168,000 (\160,000)

～50,000km

～70,000km

～100,000km

～130,000km

～50,000km

～70,000km

～100,000km

～130,000km

¥77,700 (\74,000)

¥93,450 (\89,000)

¥116,550 (\111,000)

¥75,600 (\72,000)

¥121,800 (\116,000)

¥73,500 (\70,000)

¥102,900 (\98,000)

¥65,100 (\62,000)

¥69,300 (\66,000)

¥50,400 (\48,000)

¥55,650 (\53,000)

¥60,900 (\58,000)

¥44,100 (\42,000)

¥50,400 (\48,000)

¥70,350 (\67,000)

¥75,600 (\72,000)

¥93,450 (\89,000)

¥133,350 (\127,000)

¥98,700 (\94,000)

¥61,950 (\59,000)

¥61,950 (\59,000)

¥51,450 (\49,000)

¥55,650 (\53,000)

¥59,850 (\57,000)

¥44,100 (\42,000)

¥48,300 (\46,000)

¥73,500 (\70,000)

¥35,700 (\34,000)

¥39,900 (\38,000)

¥58,800 (\56,000)

¥39,900 (\38,000)

¥109,200 (\104,000)

¥53,550 (\51,000)

¥63,000 (\60,000)

¥75,600 (\72,000)

¥44,100 (\42,000)

¥79,800 (\76,000)

¥51,450 (\49,000)

¥57,750 (\55,000)

¥31,500 (\30,000)

¥36,750 (\35,000)

¥26,250 (\25,000)

¥28,350 (\27,000)

¥31,500 (\30,000)

¥25,200 (\24,000)

¥28,350 (\27,000)

¥48,300 (\46,000)

税込価格 （税抜価格） 税込価格 （税抜価格）

¥23,100 (\22,000) ¥31,500 (\30,000) ¥38,850 (\37,000)

3年1年 2年
排気量 経過年数

税込価格 （税抜価格）

カーセンサーアフター保証 保証料金表

国産車

2,001
CC

以上

輸入車

2,000
CC

以下

輸入車

2,001
CC

以上

国産車
2,001cc以上

輸入車
2,000cc以下 2,001cc以上

軽自動車、

2,000cc以下の国産車は

裏面をご覧ください。



●上記料金設定は予告無く変更させていただくことがございます。 ●以下の事項に該当する場合、車種やブランドが合致した場合においても、カーセンサー

●カーセンサーアフター保証は、カーセンサー/AIS社が定める、指定の事前検査を受けた 　 アフター保証のお申し込みは出来ません。・電気自動車　・車両を次行の用途に使用さ

　 「カーセンサー車両品質評価書付車両」をお求めの際のみ、お申込みが可能です。 　 れる場合（レンタカー/タクシー/配送業、当）。　・2/8/9ナンバーの特殊な車両。　・改造

● 「カーセンサー車両品質評価書付車両」であっても、車種やブランド、車両の年式や走行 　 車両。　・販売店従業員のご親族（2等身以内）

　 距離によっては、お申込みになれない場合があります。 ●全てのプランで24時間365日受付のロードサービスが受けられます。（現場での応急

　 処置が30分を超える作業の場合は、別途実費費料金での清算となります）

詳しくは販売店までお問い合わせください。

¥107,100 (\102,000)

～130,000km ¥99,750 (\95,000) ¥121,800 (\116,000) ¥154,350 (\147,000)

(120～155ヶ月） ～100,000km ¥69,300 (\66,000) ¥84,000 (\80,000)

経過未満 ～70,000km ¥57,750 (\55,000) ¥69,300 (\66,000)

¥67,200 (\64,000)

～50,000km ¥49,350 (\47,000) ¥56,700 (\54,000) ¥71,400 (\68,000)
13年

～30,000km ¥47,250 (\45,000) ¥56,700 (\54,000)

(\70,000)

(84～119ヶ月） ～130,000km ¥73,500 (\70,000) ¥90,300 (\86,000) ¥112,350 (\107,000)

(\50,000) ¥67,200 (\64,000)

経過未満 ～100,000km ¥44,100 (\42,000) ¥56,700 (\54,000) ¥73,500

¥94,500 (\90,000)

10年
～50,000km ¥31,500 (\30,000) ¥48,300 (\46,000) ¥60,900 (\58,000)

(60～83ヶ月） ～130,000km ¥53,550 (\51,000) ¥68,250 (\65,000)

経過未満 ～100,000km ¥31,500 (\30,000) ¥46,200 (\44,000)

¥47,250 (\45,000)

～70,000km ¥28,350 (\27,000) ¥42,000 (\40,000) ¥51,450 (\49,000)
7年

～50,000km ¥26,250 (\25,000) ¥37,800 (\36,000)

¥47,250 (\45,000)

(0～59ヶ月） ～130,000km ¥44,100 (\42,000) ¥53,550 (\51,000) ¥63,000 (\60,000)

経過未満 ～100,000km ¥28,350 (\27,000) ¥37,800 (\36,000)

¥25,200 (\24,000) ¥33,600 (\32,000) ¥40,950 (\39,000)
5年

～50,000km ¥23,100 (\22,000) ¥28,350 (\27,000) ¥35,700 (\34,000)

～70,000km

ハイブリッド車、ロータリーエンジン車、1、4ナンバーの貨物車は別途一律\10,500-（税込）が加算されます。

¥86,100 (\82,000)

～70,000km ¥36,750 (\35,000) ¥52,500

¥54,600 (\52,000)

¥140,700 (\134,000)

ハイブリッド車、ロータリーエンジン車、1、4ナンバーの貨物車は別途一律\10,500-（税込）が加算されます。

～130,000km ¥91,350 (\87,000) ¥111,300 (\106,000)

¥78,750 (\75,000)

(120～155ヶ月） ～100,000km ¥63,000 (\60,000) ¥78,750 (\75,000) ¥98,700 (\94,000)

経過未満 ～70,000km ¥53,550 (\51,000) ¥63,000 (\60,000)

¥61,950 (\59,000)

～50,000km ¥46,200 (\44,000) ¥52,500 (\50,000) ¥66,150 (\63,000)
13年

～30,000km ¥46,200 (\44,000) ¥52,500 (\50,000)

¥69,300 (\66,000)

(84～119ヶ月） ～130,000km ¥67,200 (\64,000) ¥84,000 (\80,000) ¥102,900 (\98,000)

経過未満 ～100,000km ¥42,000 (\40,000) ¥54,600 (\52,000)

¥56,700 (\54,000)

～70,000km ¥35,700 (\34,000) ¥49,350 (\47,000) ¥63,000 (\60,000)
10年

～50,000km ¥29,400 (\28,000) ¥45,150 (\43,000)

¥54,600 (\52,000)

(60～83ヶ月） ～130,000km ¥49,350 (\47,000) ¥61,950 (\59,000) ¥84,000 (\80,000)

経過未満 ～100,000km ¥29,400 (\28,000) ¥42,000 (\40,000)

¥42,000 (\40,000)

～70,000km ¥26,250 (\25,000) ¥38,850 (\37,000) ¥48,300 (\46,000)
7年

～50,000km ¥25,200 (\24,000) ¥34,650 (\33,000)

¥42,000 (\40,000)

(0～59ヶ月） ～130,000km ¥40,950 (\39,000) ¥50,400 (\48,000) ¥59,850 (\57,000)

経過未満 ～100,000km ¥24,150 (\23,000) ¥34,650 (\33,000)

¥31,500 (\30,000)

～70,000km ¥21,000 (\20,000) ¥30,450 (\29,000) ¥36,750 (\35,000)
5年

～50,000km ¥18,900 (\18,000) ¥25,200 (\24,000)

排気量 経過年数 走行距離
1年 2年 3年

税込価格 （税抜価格） 税込価格 （税抜価格） 税込価格 （税抜価格）

カーセンサーアフター保証 保証料金表

国産車

軽自動車

2,000cc以上の国産車、

輸入車は裏面を

ご覧ください。

国産車

2,000
CC

以下

輸入車
軽 自 動 車 2,000cc以下
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