
保証期間 保証期間 保証期間 保証期間 保証期間 保証期間 保証期間

5万km以内 ¥23,210 ¥13,530 ¥18,370 ¥9,900 5万km以内 ¥16,060 ¥21,780 ¥10,890

7万km以内 ¥29,150 ¥14,960 ¥22,000 ¥10,890 7万km以内 ¥16,720 ¥25,190 ¥13,200

10万km以内 ¥40,590 ¥22,000 ¥32,890 ¥13,200 10万km以内 ¥27,500 ¥34,980 ¥14,740

13万km以内 ¥58,740 ¥27,390 ¥42,020 ¥14,960 13万km以内 ¥29,810 ¥45,320 ¥17,930

5万km以内 ¥29,370 ¥14,080 ¥21,010 ¥9,900 5万km以内 ¥16,940 ¥25,740 ¥10,890

7万km以内 ¥34,430 ¥16,610 ¥24,970 ¥10,890 7万km以内 ¥18,700 ¥29,260 ¥13,200

10万km以内 ¥51,700 ¥25,410 ¥34,540 ¥13,200 10万km以内 ¥28,820 ¥36,080 ¥14,740

13万km以内 ¥65,340 ¥30,800 ¥42,020 ¥14,960 13万km以内 ¥33,440 ¥45,430 ¥17,930

5万km以内 ¥35,090 ¥17,050 ¥23,430 ¥12,100 5万km以内 ¥18,150 ¥27,280 ¥13,310

7万km以内 ¥43,670 ¥19,580 ¥25,190 ¥13,750 7万km以内 ¥21,560 ¥30,360 ¥15,180

10万km以内 ¥62,700 ¥29,260 ¥48,730 ¥17,160 10万km以内 ¥32,890 ¥52,140 ¥16,940

13万km以内 ¥90,310 ¥33,330 ¥52,470 ¥21,780 13万km以内 ¥42,900 ¥58,080 ¥24,090

5万km以内 ¥48,620 ¥19,690 ¥28,050 ¥12,100 5万km以内 ¥21,010 ¥33,000 ¥13,310

7万km以内 ¥57,860 ¥22,000 ¥39,160 ¥13,750 7万km以内 ¥23,430 ¥44,990 ¥15,180

10万km以内 ¥65,670 ¥31,240 ¥52,800 ¥17,160 10万km以内 ¥40,370 ¥59,510 ¥16,940

13万km以内 ¥94,820 ¥35,200 ¥61,380 ¥21,780 13万km以内 ¥47,410 ¥70,730 ¥24,090

5万km以内 ¥56,430 ¥23,210 ¥31,680 ¥14,520 5万km以内 ¥25,410 ¥41,250 ¥14,300

7万km以内 ¥69,630 ¥26,070 ¥46,530 ¥14,520 7万km以内 ¥28,600 ¥67,650 ¥15,180

10万km以内 ¥88,440 ¥33,880 ¥60,170 ¥20,350 10万km以内 ¥46,090 ¥74,910 ¥20,460

13万km以内 ¥132,880 ¥39,820 ¥68,420 ¥29,590 13万km以内 ¥50,270 ¥83,930 ¥25,410

5万km以内 ¥27,060 ¥14,300 ¥20,240 ¥10,670 5万km以内 ¥16,830 ¥23,320 ¥12,100

7万km以内 ¥31,570 ¥15,730 ¥22,990 ¥12,100 7万km以内 ¥17,490 ¥25,520 ¥13,750

10万km以内 ¥42,790 ¥25,080 ¥33,440 ¥13,860 10万km以内 ¥28,710 ¥34,980 ¥16,280

13万km以内 ¥60,390 ¥28,050 ¥42,570 ¥15,510 13万km以内 ¥30,800 ¥46,860 ¥19,140

5万km以内 ¥31,020 ¥15,070 ¥23,210 ¥10,670 5万km以内 ¥17,930 ¥26,290 ¥12,100

7万km以内 ¥35,420 ¥17,710 ¥26,070 ¥12,100 7万km以内 ¥19,250 ¥29,480 ¥13,750

10万km以内 ¥53,900 ¥26,180 ¥34,760 ¥13,860 10万km以内 ¥30,030 ¥36,850 ¥16,280

13万km以内 ¥72,160 ¥31,680 ¥42,900 ¥15,510 13万km以内 ¥35,750 ¥46,860 ¥19,140

5万km以内 ¥39,160 ¥17,490 ¥23,980 ¥12,760 5万km以内 ¥18,920 ¥27,390 ¥14,190

7万km以内 ¥46,200 ¥20,130 ¥26,290 ¥14,190 7万km以内 ¥22,990 ¥30,470 ¥16,170

10万km以内 ¥64,790 ¥32,010 ¥49,720 ¥15,510 10万km以内 ¥34,760 ¥53,790 ¥18,480

13万km以内 ¥96,470 ¥37,950 ¥54,670 ¥21,670 13万km以内 ¥45,650 ¥61,380 ¥25,410

5万km以内 ¥52,140 ¥20,020 ¥31,350 ¥12,760 5万km以内 ¥21,890 ¥33,550 ¥14,190

7万km以内 ¥62,920 ¥22,990 ¥42,240 ¥14,190 7万km以内 ¥24,970 ¥45,870 ¥16,170

10万km以内 ¥70,840 ¥37,840 ¥58,080 ¥15,510 10万km以内 ¥42,900 ¥60,060 ¥18,480

13万km以内 ¥99,220 ¥40,810 ¥65,230 ¥21,670 13万km以内 ¥48,400 ¥73,370 ¥25,410

5万km以内 ¥59,620 ¥23,760 ¥38,280 ¥12,870 5万km以内 ¥28,380 ¥42,240 ¥15,620

7万km以内 ¥78,320 ¥27,610 ¥49,720 ¥14,190 7万km以内 ¥31,020 ¥69,960 ¥16,170

10万km以内 ¥96,360 ¥39,710 ¥64,130 ¥18,260 10万km以内 ¥48,950 ¥79,640 ¥22,990

13万km以内 ¥143,000 ¥43,780 ¥74,910 ¥25,080 13万km以内 ¥52,140 ¥101,640 ¥30,470

■中古車保証　オプション一覧

オプション項目 プレミアムプラン ベーシックプラン シンプルプラン オプション追加時の条件 オプション項目 プレミアムプラン ベーシックプラン シンプルプラン オプション追加時の条件

ハイブリッド機構 ¥7,700 ¥7,700 - レクサス ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000

免責期間ゼロ ¥3,850 ¥3,850 ¥3,850 ロータリーエンジン ¥44,000 ¥44,000 ¥44,000

3年保証 ¥27,500 ¥22,000 - 1・4ナンバー ¥7,700 ¥5,500 ¥5,500

先進安全機構 ¥7,700 ¥7,700 - ※上記範囲に該当する車両であっても、お申し込み頂けない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

　例）電気自動車・AIS検査対象外車両、事業用途車両、改造車両、機関系チューンナップ車、輸入車、等。

※保証対象項目であっても社外品は対象外となります。また、社外品等の装着が原因による故障も保証対象外となります。

オプション追加料金 オプション追加料金 オプション追加料金

1,800cc 社外ナビ※２ １・４ナンバー※３ 先進安全機構

排気量 経過年数 走行距離 保証期間 保証期間排気量 経過年数 走行距離 保証期間

¥29,040

¥20,570 ¥23,760 ¥34,210

¥23,980 ¥30,360 ¥45,870

軽自動車

4年
以内

¥16,830

3,000cc
以下

4年
以内

¥19,030

¥43,340 ¥50,600

¥32,010

¥26,9508年
以内

¥23,210

8年
以内

¥24,860 ¥41,690

¥24,090

¥69,960

6年
以内

¥20,460

6年
以内

¥22,110 ¥33,220

¥21,560 ¥23,760 ¥39,270

¥27,500

¥49,390

¥34,980 ¥37,290 ¥67,210

¥61,710 ¥72,930 ¥108,240

¥55,110

¥48,290 ¥56,540 ¥76,010

13年
以内

¥47,080

13年
以内

¥58,080 ¥63,360

¥56,870

10年
以内

¥25,630

10年
以内

¥28,820 ¥53,680

¥28,600 ¥31,570 ¥64,020

¥38,390 ¥40,700

¥67,870 ¥84,590

¥66,110 ¥80,740 ¥107,690

¥99,220 ¥120,230 ¥162,360

¥72,930

¥68,640 ¥80,850 ¥112,420

¥30,690

¥23,320 ¥24,420 ¥36,190

¥28,050 ¥31,020 ¥47,410

2,000cc
以下

4年
以内

¥18,480

3,001cc
以上

4年
以内

¥20,020

¥45,100 ¥52,470

¥32,010

¥28,2708年
以内

¥23,650

8年
以内

¥27,060

¥35,860 ¥38,060

¥77,220 ¥83,270

¥71,170

6年
以内

¥21,340

6年
以内

¥23,210 ¥34,100

¥23,760 ¥24,420 ¥40,480

¥28,160

¥70,070

¥69,850 ¥76,120 ¥113,630

¥55,990

¥52,360 ¥56,540 ¥80,300

¥75,350

¥42,240

¥25,410 ¥50,490

13年
以内

¥50,820

13年
以内

¥60,060 ¥64,350

¥66,220

10年
以内

¥27,060

10年
以内

¥31,900 ¥55,550

¥30,360 ¥33,220 ¥64,460

¥39,050 ¥43,780

¥68,970 ¥87,120

¥75,570 ¥81,730 ¥114,400

¥110,330 ¥125,070 ¥168,190

¥123,310

先進安全機構標準装備車

期間 年式 申込時走行距離
排気量別 オプション

追加条件

初度登録から8年経過以内かつ、走行距離10万㎞以内（e-POWERも対象） 申込み不可車両除く

通常、名義変更日より1ヵ月間が免責期間となります。

2年保証申込み時に加入可能 1ナンバー：4,500cc未満のトラック、青、黒ナンバーは対象外

70,000㎞

以内
¥8,800

走行距離
軽自動車 2,500cc 3,400cc 3,401cc

無料 ¥7,000 -

※２　社外ナビオプショ

ン

●必要書類：

社外ナビ保証書

●対象ブランド：

アルパイン、クラリオ

ン、ケンウッド、パイオ

ニア、パナソニック、デ

ンソーテン、三菱電機の

新品･現行モデル

●保証修理上限：

社外ナビ販売金額まで

（申告制）

※３　１･４ナンバー

●4,500cc未満まで対象

●個人名義の軽自動車1･

4ナンバーは追加料金な

し

¥58,000

¥10,000 ¥20,000 ¥5,000

初年度登録

1年以内

400km

以内
¥8,900 ¥9,000

３年以内
6万km

以内
¥9,800 ¥9,900 ¥13,500 ¥15,000 ¥16,500

¥13,500 ¥15,000

¥20,900

メーカー保証

（一般保証を4年･特別保証を2年）に準ずる

部位を該当年延長

初年度登録

1年以内

400km

以内
¥39,700 ¥42,300 ¥46,700 ¥51,100

メーカー保証（一般保証）に準ずる部位を

2年延長

（※累計走行10万kmまで）

¥12,000

※ハイブリッド機構は上記に一律別途7,700円（税抜）で、

　スタンダードプランのみ追加できます。

（初度登録から8年経過以内かつ、走行距離10万km以内の車両に限ります）

100,000㎞

以内
¥13,200 ¥44,000

３年以内
6万km

以内
¥46,200 ¥48,900 ¥54,200 ¥59,400 ¥67,400

50,000㎞

以内
¥5,500 ¥13,200

中古車保証料金表 (税抜)

1年 2年 1年 2年 1年 2年 1年 2年

2023年5月17日 改定

プレミアムプラン ベーシックプラン

1年 1年

車検保証料金表 (税抜)

プレミアムプラン ベーシックプラン

※メーカー保証の継承が必須

ライトプラン

5 年 プラン

7 年 プラン

国産車

国産車
国産車

新車延長保証料金表 (税抜)

スタンダードプラン

シンプルプランシンプルプラン


