
半年 1年 2年 3年 半年 1年 2年 3年 半年 1年 2年 3年

〜3万km以下 ¥10,800 ¥19,440 ¥25,920 ¥32,400 ¥12,960 ¥23,760 ¥29,160 ¥36,720 ¥17,280 ¥23,760 ¥32,400 ¥39,960

〜5万km以下 ¥10,800 ¥19,440 ¥25,920 ¥32,400 ¥12,960 ¥23,760 ¥29,160 ¥36,720 ¥17,280 ¥23,760 ¥32,400 ¥39,960

〜7万km以下 ¥10,800 ¥21,600 ¥31,320 ¥37,800 ¥12,960 ¥25,920 ¥34,560 ¥42,120 ¥17,280 ¥25,920 ¥36,720 ¥45,360

〜10万km以下 ¥11,880 ¥24,840 ¥35,640 ¥43,200 ¥14,040 ¥29,160 ¥38,880 ¥28,600 ¥19,440 ¥29,160 ¥41,040 ¥51,840

〜13万km以下 ¥16,200 ¥42,120 ¥51,840 ¥61,560 ¥17,280 ¥45,360 ¥55,080 ¥64,800 ¥34,560 ¥49,680 ¥60,480 ¥72,360

〜3万km以下 ¥12,960 ¥25,920 ¥35,640 ¥43,200 ¥15,120 ¥27,000 ¥38,880 ¥48,600 ¥19,440 ¥27,000 ¥41,040 ¥51,840

〜5万km以下 ¥12,960 ¥25,920 ¥35,640 ¥43,200 ¥15,120 ¥27,000 ¥38,880 ¥48,600 ¥19,440 ¥27,000 ¥41,040 ¥51,840

〜7万km以下 ¥12,960 ¥27,000 ¥39,960 ¥49,680 ¥15,120 ¥29,160 ¥43,200 ¥52,920 ¥19,440 ¥29,160 ¥45,360 ¥57,240

〜10万km以下 ¥15,120 ¥30,240 ¥43,200 ¥56,160 ¥16,200 ¥32,400 ¥47,520 ¥56,160 ¥22,680 ¥32,400 ¥49,680 ¥62,640

〜13万km以下 ¥19,440 ¥50,760 ¥63,720 ¥86,400 ¥21,600 ¥55,080 ¥70,200 ¥97,200 ¥41,040 ¥59,400 ¥75,600 ¥105,840

〜3万km以下 ¥15,120 ¥30,240 ¥46,440 ¥58,320 ¥17,280 ¥32,400 ¥49,680 ¥62,640 ¥25,920 ¥32,400 ¥52,920 ¥66,960

〜5万km以下 ¥15,120 ¥30,240 ¥46,440 ¥58,320 ¥17,280 ¥32,400 ¥49,680 ¥62,640 ¥25,920 ¥32,400 ¥52,920 ¥66,960

〜7万km以下 ¥18,360 ¥36,720 ¥50,760 ¥64,800 ¥17,280 ¥37,800 ¥54,000 ¥69,120 ¥25,920 ¥37,800 ¥57,240 ¥71,280

〜10万km以下 ¥20,520 ¥43,200 ¥56,160 ¥71,280 ¥22,680 ¥45,360 ¥58,320 ¥75,600 ¥31,320 ¥45,360 ¥61,560 ¥77,760

〜13万km以下 ¥21,600 ¥69,120 ¥86,400 ¥105,840 ¥30,240 ¥75,600 ¥92,880 ¥115,560 ¥50,760 ¥82,080 ¥101,520 ¥125,280

〜3万km以下 ¥20,520 ¥47,520 ¥54,000 ¥63,720 ¥22,680 ¥48,600 ¥58,320 ¥69,120 ¥34,560 ¥52,920 ¥63,720 ¥75,600

〜5万km以下 ¥20,520 ¥47,520 ¥54,000 ¥68,040 ¥22,680 ¥50,760 ¥58,320 ¥73,440 ¥34,560 ¥55,080 ¥63,720 ¥79,920

〜7万km以下 ¥23,760 ¥55,080 ¥64,800 ¥81,000 ¥29,160 ¥59,400 ¥71,280 ¥88,560 ¥36,720 ¥64,800 ¥77,760 ¥96,120

〜10万km以下 ¥25,920 ¥64,800 ¥81,000 ¥101,520 ¥35,640 ¥71,280 ¥86,400 ¥110,160 ¥54,000 ¥77,760 ¥96,120 ¥119,880

〜13万km以下 ¥31,320 ¥93,960 ¥114,480 ¥144,720 ¥41,040 ¥102,600 ¥125,280 ¥158,760 ¥77,760 ¥112,320 ¥137,160 ¥172,800

※上記料⾦設定は、予告なく変更させて頂くことがございます
※上記範囲に該当する⾞両であっても、お申込みいただけない場合がございます。詳しくは販売店でご確認ください
※半年プランは累積⾦の上限が30万円（税込）までとなります。輸⼊⾞の場合は1年以上のプランでの契約の場合でも、累積⾦の上限が80万円（税込）までとなります
※また⼀部の⾞種は加⼊いただけません（フェラーリ、ハマー、アルピナ、光岡⾃動⾞など）
※すべてのプランで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、別途実費料⾦での精算となります

   例）電気⾃動⾞、カーセンサー認定対象外⾞両、事業⽤途⾞両、改造⾞両、等
※ハイブリッド⾞、ロータリーエンジン⾞、1・4ナンバー貨物⾞は、別途⼀律1万800円（税込）が加算となります

カーセンサーアフター保証料⾦表（消費税8％込み）
国産⾞2001cc以上

保証期間

5年
経過未満

（0〜59カ⽉）

7年
経過未満

（60〜83カ⽉）

10年
経過未満

（84〜119カ
⽉）

13年
経過未満

（120〜155カ
⽉）

経過年数 ⾛⾏距離

軽⾃動⾞
保証期間

国産⾞2000cc以下
保証期間


