
D-PRO 
Great Mohs 
Shield

D-PRO 
Type-WF 
斬 ZAN

D-PRO 
Type-RE 
鋼 HAGANE

D-PRO 
Type-BP EVO 
Type-RS EVO

D-PRO 
Type-FD

ハイモース 
コート G'ZOX

GARAGE WEST 
Gコート 

プロポリマー

【D-A】 
 ライフ・ekワゴン・ワゴンR・ミラ・オプティ

¥175,000 ¥132,600 ¥87,500 ¥67,200 ¥60,000 要問い合わせ ¥56,000 ¥31,185

【D-B】  
MR-S・バモス・i（アイ）・ステラ・アトレー

¥195,000 ¥149,200 ¥97,500 ¥75,600 ¥67,500 要問い合わせ ¥63,800 ¥36,960

【D-C】  
ヴィッツ・マーチ・インサイト・フィット・ロードスター・スイフト・ブーン

¥220,000 ¥165,800 ¥110,000 ¥84,000 ¥75,000 要問い合わせ ¥74,000 ¥36,960

【D-D】 
カローラアクシオ・ノート・ティーダ・コルト・エスクード

¥240,000 ¥182,400 ¥120,000 ¥92,400 ¥82,500 要問い合わせ ¥80,000 ¥43,890

【D-E】 
カローラフィールダー・レクサスIS・ブルーバードシルフィ・エアウェイブ・アク
セラ・インプレッサ・レガシィ・SX4

¥280,000 ¥195,000 ¥140,000 ¥108,000 ¥90,000 要問い合わせ ¥88,000 ¥55,440

【D-F】 
アイシス・マークX・レクサスGS・ティアナ・ ラフェスタ・ ストリーム・ アテン
ザ

¥304,000 ¥217,800 ¥152,000 ¥117,000 ¥97,500 要問い合わせ ¥96,800 ¥63,525

【D-G】 
RAV4・レクサスLS・フーガ・CR－V・オデッセイ・トリビュート

¥327,600 ¥232,100 ¥163,800 ¥126,000 ¥105,000 要問い合わせ ¥103,400 ¥70,455

【D-H】 
ノア/ヴォクシー・ プレサージュ・ グランディス

¥350,000 ¥248,700 ¥175,000 ¥134,400 ¥112,500 要問い合わせ ¥110,000 ¥76,230

【D-I】 
エスティマ・ムラーノ・エリシオン・クロスロード・MPV

¥374,000 ¥265,200 ¥187,000 ¥134,400 ¥120,000 要問い合わせ ¥116,600 ¥82,000

【D-J】 
アルファード・ハイラックスサーフ・エルグランド・パジェロロング

¥398,000 ¥281,800 ¥199,000 ¥142,800 ¥127,500 要問い合わせ ¥126,500 ¥87,780

【D-K】 
ランドクルーザー・グランビア・ラグレイト

¥420,000～ ¥281,800～ ¥210,000～ ¥151,200～ ¥135,500～ 要問い合わせ ¥126,500～ ¥94,710～

※上記に記載の無い車種はお気軽にお問い合わせ下さい。 
※特に塗装状態が悪い車は別途料金を頂く場合がございます。 
※エアロパーツ等が装着されている場合は別途料金を頂く場合がございます。また、一部施工できない場合もございます。

GARAGE WEST CARCOATING PRICE LIST (JAPANESE CAR)

2022年7月6日現在

ガレージウェスト　カーコーティング価格表（国産車）

新車より1ヶ月以上経過した車 状態により別途費用が必要になります。 メンテナンス価格（各コーティング共通） 16,500円～22,000円（状態により異なります）

表示価格は税込み価格となります。



D-PRO 
Great Mohs 
Shield

D-PRO 
Type-WF 
斬 ZAN

D-PRO 
Type-RE 
鋼 HAGANE

D-PRO 
Type-BP EVO 
Type-RS EVO

D-PRO 
Type-FD

ハイモース 
コート G'ZOX

GARAGE WEST 
Gコート 

プロポリマー

【I-B】 
MINI・フィアット500　．．．．等

¥225,000 ¥188,500 ¥112,500 ¥92,700 ¥85,500 要問い合わせ ¥81,800 ¥45,045

【I-C】  
M.Benz SLK・BMWZ4・VWポロ・ スマートフォーフォー．．．．．等

¥282,000 ¥210,000 ¥140,000 ¥108,000 ¥95,000 要問い合わせ ¥92,500 ¥51,975

【I-D】 
 M.Benz Aクラス・BMW 1シリーズ・VWビートル・アウディA3・アルファロメ
オ147　．．．．．等

¥310,000 ¥231,400 ¥155,000 ¥118,800 ¥104,500 要問い合わせ ¥101,500 ¥57,750

【I-E】 
M.Benz Cクラス・BMW 3シリーズ・VWゴルフ/ジェッタ・アウディA4・ジャガ
ーX-Typeセダン・ボルボ V50．．．等

¥337,000 ¥252,000 ¥168,500 ¥129,600 ¥114,400 要問い合わせ ¥110,000 ¥64,680

【I-F】 
M.Benz Bクラス/Eクラス・BMW 3シリーズ・VWパサートセダン・ジャガーS-
Type・ボルボV70・PTクルーザー．．．等

¥364,000 ¥273,000 ¥182,000 ¥140,400 ¥123,500 要問い合わせ ¥119,400 ¥72,765

【I-G】  
M.Benz Sクラスショート・BMW 5シリーズ・VWトゥーラン・ジャガーXK・ア
ストンマーチンDB9・キャディラックSTS．．等

¥392,000 ¥299,000 ¥196,000 ¥151,200 ¥135,700 要問い合わせ ¥129,800 ¥80,850

【I-H】 
M.Benz Gクラスショート・BMW 7シリーズ/X3・ジャガーXJ-S・ レンジローバ
ー．．．等

¥420,000 ¥314,600 ¥210,000 ¥162,000 ¥142,500 要問い合わせ ¥133,100 ¥87,780

【I-I 】 
BMW X5・ボルボXC90．．．等

¥450,000 ¥335,400 ¥225,000 ¥172,800 ¥152,000 要問い合わせ ¥149,600 ¥94,710

【I-J】 
M.Benz Gクラスロング/Sクラスロング/Vクラス・ジャガーXJ-S・ レンジローバ
ー．．．等

¥476,000～ ¥390,000～ ¥238,000～ ¥183,600～ ¥171,000～ 要問い合わせ ¥158,070～ ¥100,485～

※上記に記載の無い車種はお気軽にお問い合わせ下さい。 
※特に塗装状態が悪い車は別途料金を頂く場合がございます。 
※エアロパーツ等が装着されている場合は別途料金を頂く場合がございます。また、一部施工できない場合もございます。

GARAGE WEST CARCOATING PRICE LIST (IMPORT CAR)

2022年7月6日現在

ガレージウェスト　カーコーティング価格表（輸入車）

新車より1ヶ月以上経過した車 状態により別途費用が必要になります。 メンテナンス価格（各コーティング共通） 16,500円～22,000円（状態により異なります）

表示価格は税込み価格となります。


