
トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
VG45/VG40 ¥72,000 ¥54,000 ¥39,000 ¥73,000
GZG50 ¥70,500 ¥52,500 ¥37,500 ¥73,000

UCF10/UCF11/UCF20

UCF21/UCF30/UCF31

UZS145/UZS143/UZS141

UZS147/JZS149/JZS147

UZS155/UZS151/UZS157

JZS155

UZS173/UZS171/UZS175

JZS177

クラウンコンフォート GXS10/YXS10

JZS135/JZS133/LS131H

LS130/GS130H/GS130

JZS155/JZS153/JZS151

GS151H/GS151/LS151H

LS151/JZS179/JZS175

JZS173/JZS171/GS171

JZS145/JZS143/JZS141

LS141/GS141/JZS157

JZS155/JZS153/JZS151

GS151H/LS151H

クラウン（ハードトップ）

クラウン（セダン）

マジェスタ（セダン）

マジェスタ(ハードトップ）

セルシオ

カーフィルム施工

センチュリー

車   種 型    式

¥63,000

¥58,000

¥51,000 ¥34,500 ¥58,000¥69,000

¥70,500 ¥52,500 ¥37,500

¥67,500 ¥49,500 ¥34,500

¥58,000

¥67,500 ¥58,000

¥69,000 ¥51,000 ¥34,500

¥49,500 ¥34,500
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
クラウン（ワゴン） GS130W/JZS130G

JZS175W/JZS173W

JZS171W/GS171W

クラウン（バン） LS136V/GS136V

JZS147/UZS143

JZS161/JZS160

プログレ
ブレビス

ウィンダム（セダン） MCV30 ¥66,000 ¥48,000 ¥33,000 ¥53,000
ウィンダム(ハードトップ） VCV10/VCV11/MCV20/MCV21 ¥64,500 ¥46,500 ¥33,000 ¥48,000

アバロン MCX10

プロナード MCX20

GX81/LX80/SX80/YX80 ¥69,000 ¥51,000 ¥34,500
JZX115/JZX110/GX115 ¥51,000

GX110

JZX91/JZX93/JZX90/GX90

LX90/SX90/JZX101

JZX105/JZX100/GX105

GX100/LX100

マークⅡ（ワゴン） GX70G

マークⅡ（バン） YX78V

¥58,000

アリスト ¥58,000

クラウンエステート

カーフィルム施工

¥58,000

JCG11/JCG15/JCG10

¥53,000

車    種 型    式

¥51,000

マークⅡ（セダン）

マークⅡ（ハードトップ）

¥53,000

¥69,000

¥33,000

¥69,000 ¥51,000 ¥34,500

¥66,000 ¥48,000 ¥33,000

¥64,500 ¥46,500 ¥33,000

¥63,000 ¥45,000 ¥22,500

¥64,500 ¥46,500 ¥22,500

¥51,000 ¥34,500

¥66,000 ¥48,000
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
MCV20W/MCV21W/MCV25W

SXV20W/SXV25W

グラシア（ワゴン） MCV21W/MCV25W/SXV20W/SVV25W

セプター（ワゴン） VCV15W/SXV15W

GX110W/JZX110W

GX115W/JZX115W

JZX91/JZX93/JZX90/GX90/LX90

SX90/JZX101/JZX105/JZX100

GX105/GX100/LX100

ヴェロッサ JZX110/GX115/GX110

JZX91/JZX93/JZX90/GX90/LX90

SX90/JZX101/JZX105/JZX100

GX105/GX100/LX100/SX100

プレミオ AZT240/ZZT240

アリオン ZZT245/NZT240

アルテッツァ SXE10/GXE10

アルテッツァジータ JCE10W/JCE15W/GXE10W/GXE15W ¥61,500 ¥43,500 ¥22,500 ¥58,000
SV35/SV33/SV32/CV30/SV30

SV43/SV42/SV41/SV40

CV43/CV40

カムリ（ハードトップ） VZV33/VZV32

¥48,000

ビスタ（ハードトップ）
¥48,000

¥50,000

チェイサー（ハードトップ） ¥50,000

クレスタ

¥64,500 ¥46,500 ¥33,000

¥58,000

マークⅡブリッド ¥58,000

車    種 型    式
カーフィルム施工

マークⅡクオリス

¥43,500 ¥22,500

¥66,000 ¥48,000 ¥33,000

¥61,500

¥61,500 ¥43,500 ¥22,500

¥63,000 ¥45,000 ¥33,000

¥61,500 ¥43,500 ¥33,000
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
SV35/SV33/SV32/CV30/SV30

SV43/SV42/SV41/SV40/CV43

CV40/SV55/SV50/ZZV50/AZV50

アルデオ SV55G/SV50G/ZZV50G/AZV50G ¥61,500 ¥43,500 ¥24,000 ¥53,000
SV35/SV33/SV32/CV30/SV30

SV43/SV42/SV41/SV40/CV43

CV40/MCV21/SXV25/SXV20

ACV35/ACV30

コロナEXIV ST205/ST203/ST202/ST201/ST200 ¥61,500 ¥43,500 ¥33,000 ¥45,000
ST195/ST191/CT195/CT190

ST190/AT190/ST215/ST210

AT211/AT210/CT216/CT211

CT215/CT210

CT195/ST195/CT190/ST190/AT191

AT190/ST215/AT211/AT210

AT212/CT216/CT211/CT215/CT210

カリーナED ST205/ST203/ST202/ST201/ST200 ¥61,500 ¥43,500 ¥33,000 ¥45,000
プリウス NHW10/NHW11 ¥60,000 ¥42,000 ¥33,000 ¥45,000
デュエット M100A/M110A/M101A/M111A ¥57,000 ¥39,000 ¥22,500 ¥41,000
スープラ JZA80 ¥58,500 ¥39,000 ¥28,500 ¥48,000

¥45,000カリーナ ¥63,000 ¥45,000 ¥33,000

¥48,000

¥48,000

コロナ ¥45,000

カムリ・セダン

ビスタ（セダン） ¥63,000 ¥45,000 ¥33,000

車    種 型    式
カーフィルム施工

¥45,000 ¥33,000

¥63,000 ¥45,000 ¥33,000

¥63,000
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
スープラ JZA70/GA70H ¥58,500 ¥39,000 ¥28,500 ¥48,000

UZZ32/UZZ31/UZZ30/JZZ30/JZZ31 ¥33,000 ¥48,000
UZZ40 ¥27,000 ¥48,000

キャバリエ(２ドア) TJG00 ¥58,500 ¥39,000 ¥33,000 ¥45,000
キャバリエ(セダン) TJG00 ¥63,000 ¥45,000 ¥33,000 ¥45,000

ST185H/ST183/ST182/ST205

ST203/ST202/ZZT231/ZZT230

カレン ST207/ST206/ST208 ¥58,500 ¥39,000 ¥31,500 ¥45,000
ＭＲ－Ⅱ SW20 ¥48,000 ¥28,500 ¥21,000 ¥43,000
ＭＲ－Ｓ ZZW30 ¥42,000 ¥0 ¥22,500 ¥43,000
サイノス EL44/EL52/EL54 ¥57,000 ¥37,500 ¥28,500 ¥41,000

レビン・トレノ AE101/AE100/AE111/AE110 ¥57,000 ¥37,500 ¥28,500 ¥43,000
CE104/AE104/AE101/CE100

AE100/EE101/AE114/AE111

AE110/EE111/CE116/CE113

CE114/CE110

ZZE124/ZZE122/NZE124

NZE121/NZE120/CE121

AE101G/AE104G/CE101G/CE100G

AE100G/CE102G/CE108G/EE104G

EE108G

CE105V/CE107V/CE109V/CE106V

AE109V/EE103V/EE102V

¥48,000

カローラ・スプリンター(ﾊﾞﾝ)

¥45,000
（セダン）

カローラ・スプリンター(ﾜｺﾞﾝ)

カローラ（セダン）

¥48,000

¥60,000 ¥33,000

車    種 型    式

ソアラ ¥58,500

カーフィルム施工

セリカ

カローラ・スプリンター
¥57,000

¥60,000 ¥42,000 ¥24,000

¥39,000 ¥28,500

¥42,000

¥39,000

¥57,000 ¥36,000 ¥28,500 ¥45,000
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
ZZE123G/ZZE124G/ZZE122G

NZE124G/NZE121G/CE121G

アレックス
カローラランクス
スプリンターカリブ AE95G/AE115G/AE111G/AE114G ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 48,000

AE115N/AE111N ¥63,000 ¥40,500 ¥22,500 48,000
ZZE122N/ZZE124N/NZE122N ¥64,500 ¥42,000 ¥22,500 48,000

ファンカーゴ NCP25/NCP21/NCP20 ¥58,500 ¥40,500 ¥24,000 48,000
EP85/EP82/NP80

EP95/EP91/NP90

EP85/EP82/NP80

EP95/EP91/NP90

カローラⅡ EL45/EL43/NL40/EL41

コルサ・ターセル(３ドア) EL55/NL50/EL53/EL51

EL45/EL43/NL40/EL41

EL55/NL50/EL53/EL51

プラッツ NCP12/NCP16/SCP11

ヴィッツ(３ドア) SCP10/NCP10/NCP15/NCP13 ¥54,000 ¥36,000 ¥22,500 41,000
ヴィッツ(５ドア) SCP10/NCP10/NCP15/NCP13 ¥55,500 ¥37,500 ¥22,500 41,000

ST195G/ST191G/CT190G

AT191G/ST190G

CT199V/CT197V/ST198V

CT198V/CT196V/ET196V

カルディナ（ワゴン)

カルディナ（バン)
51,000

コルサ・ターセル(４ドア)

41,000

45,000

41,000

スターレット(５ドア） 41,000

¥57,000

スパシオ

スターレット(３ドア）

46,000

48,000カローラフィールダー

ZZE123/NZE124/NZE121 ¥58,500

車    種 型    式
カーフィルム施工

¥60,000

¥61,500

¥42,000

¥40,500

¥22,500

¥24,000

¥39,000

¥43,500

¥28,500

¥22,500

¥24,000

¥55,500

¥57,000

¥55,500

¥37,500 ¥24,000

¥39,000 ¥22,500

¥37,500
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
ST215G/ST210G/AT211G/CT216G

ST215W/ST246W/AZT246W

AZT241W/ZZt241W

プロボックス(ワゴン） NCP58G/NCP59G

プロボックス(バン） NCP50V/NCP51V/NCP55V/NLP51V

サクシード(ワゴン) NCP58G/NCP59G

サクシード(バン) NCP51V/NCP55V/NLP51V

ＷｉＬＬ　ＶＳ ZZE129/ZZE128/ZZE127/NZE127 ¥57,000 ¥39,000 ¥22,500 48,000
ＷｉＬＬ　Ｖｉ NCP19 ¥55,500 ¥37,500 ¥22,500 45,000

ｂＢ NCP35/NCP31/NCP30 ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 53,000
ｂＢ(オープンデッキ) NCP34 ¥51,000 ¥33,000 ¥22,500 43,000

SXA10G/SXA10W/SXA15G

ACA20W/ZCA25W

SXA11G/SXA16G/SXA11W

ACA21W/ZCA26W

ラウム EXZ15/EXZ10 ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 48,000
キャミ J100E/J102E/J122E ¥54,000 ¥39,000 ¥22,500 41,000
イスト NCP60/NCP61/NCP65 ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 53,000
オーパ ACT10/ZCT15/ZCT10 ¥64,500 ¥42,000 ¥22,500 48,000
ヴォルツ ZZE136/ZZE137/ZZE138 ¥60,000 ¥42,000 ¥24,000 48,000

MCU15W/MCU10W/ACU15W/ACU10W

SXU15W/SXU10W
ハリアー

48,000

53,000

58,000

ラヴ ４(５ドア)

51,000

51,000

53,000カルディナ(ワゴン)

車    種 型    式
カーフィルム施工

ラヴ ４(３ドア)

¥60,000 ¥42,000 ¥22,500

¥60,000 ¥42,000 ¥22,500

¥60,000 ¥42,000 ¥22,500

¥55,500 ¥36,000 ¥22,500

¥57,000 ¥40,500 ¥22,500

¥66,000 ¥43,500 ¥24,000
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
クルーガーＶ MCU25W/MCU20W/ACU25W/ACU20W ¥61,500 ¥43,500 ¥22,500 ¥61,000

SXM15G/SXM10G/CXM10G ¥61,500 ¥42,000 ¥22,500 ¥58,000
ACM21W/ACM26W ¥66,000 ¥43,500 ¥22,500 ¥58,000

SXN15/SXN10/SXN15H/SXN10H

ACN10/ACN10H

ガイヤ SXM15G/SXM10G/CXM10G/ACM10G ¥61,500 ¥43,500 ¥24,000 ¥58,000
ハイラックスサーフ(3ﾄﾞｱ) LN130W/VZN130G ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 ¥58,000

LN130G/VZN130G/KZN130W

KZN130G/VZN185W/VZN180W

RZN185W/RZN180W/KDN185W

KZN185W/KZN185G

LN106/LN86/LN81/YN86/YN81

LN167/LN147/RZN147

LN108/LN107/YN107/LN86/YN86

LN167/LN147/LN165/RZN167/RZN147

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ70(3ﾄﾞｱ) LJ71G/KZJ71W

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ70(3ﾄﾞｱ) HZJ73HV/HZj73V/HZJ70V

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ70(5ﾄﾞｱ) KZJ78G/KZJ78W/LJ78G/LJ78W

PZJ77V/HZJ77HV/HZJ77V

HZJ76V/HZJ76K

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ80(S/W固定) FZJ80G/HDJ81V/HZJ81V ¥63,000 ¥43,500 ¥25,500 ¥68,000
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ81(S/Wｽﾗｲﾄﾞ) FZJ80G/HDJ81V/HZJ81V ¥66,000 ¥46,500 ¥25,500 ¥68,000

¥68,000
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ(5ﾄﾞｱ)

¥58,000

¥58,000

ハイラックス(Ｗキャプ)

¥63,000

ハイラックス(Ｓキャプ) ¥53,000

ハイラックスサーフ(5ﾄﾞｱ)

¥49,500 ¥31,500 ¥22,500

ナディア

イプサム

¥58,000

車    種 型    式
カーフィルム施工

¥64,500 ¥42,000 ¥22,500

¥60,000 ¥42,000 ¥22,500

¥51,000 ¥33,000 ¥22,500

¥61,500 ¥40,500 ¥25,500

¥43,500 ¥25,500¥63,000
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ90(3ﾄﾞｱ) KZJ90W/VZJ90W/KDJ90W/RZJ90W ¥60,000 ¥39,000 ¥25,500 61,000
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ90(5ﾄﾞｱ) KZJ95W/VZJ95W/RZJ95W/KDJ95W ¥63,000 ¥43,500 ¥25,500 63,000
ランドクルーザー１００ HDJ101K/UZJ100W

ランドクルーザーシグナス HDJ101K/UZJ100W

スパーキー S231E/S221E ¥60,000 ¥42,000 ¥24,000 48,000
エスティマ TCR21W/TCR11W/TCR20W/TCR10W

TCR21G/TCR20G/TCR11G/TCR10G

CXR21G/CXR20G/CXR11G/CXR10G

TCR21G/TCR20G/TCR11G/TCR10G

CXR21G/CXR11G/CXR10G

MCR40W/MCR30W/ACR40W/ACR30W

AHR10W(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ)

ライトエースノア(ﾜｺﾞﾝ)
タウンエースノア(ﾜｺﾞﾝ)

ノア
ＢＯＸＹ

ライトエース(ﾜｺﾞﾝ) CR31G/CR38G/CR22G/CR29G

タウンエース(ﾜｺﾞﾝ) YR30G/YR21G

ライトエースノア(ﾊﾞﾝ) CR52V/CR42V/CR51V/CR41V

タウンエースノア(ﾊﾞﾝ) KR42V/KR41V

ライトエースバン
タウンエースバン(固定窓)

61,000KR27V/CR27V/CR36V/YR25V ¥64,500 ¥45,000 ¥24,000

61,000

61,000

61,000

AZR65G/AZR60G 61,000

CR50G/CR40G/SR50G/SR40G

¥63,000 ¥43,500

61,000

エスティマ 61,000

68,000

車    種 型    式
カーフィルム施工

エスティマエミーナ

エスティマルシーダ

¥73,500 ¥49,500 ¥24,000

¥63,000 ¥43,500 ¥25,500

¥24,000

¥64,500 ¥45,000 ¥24,000

¥73,500 ¥49,500

¥24,000

¥24,000

¥64,500 ¥45,000 ¥24,000

¥70,500 ¥46,500
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
ライトエースバン

ﾀｳﾝｴｰｽﾊﾞﾝ(ｽﾗｲﾄﾞ窓2ヶ所)
アルファード MNH10W/MNH15W/ANH10W/ANH15W ¥75,000 ¥51,000 ¥25,500 ¥65,000
グランビア KCH16W/KCH10W/VCH16W

グランド　ハイエース VCH10W/RCH11W

ﾊｲｴｰｽﾚｼﾞｱｽ(ﾜｺﾞﾝ)
レジアス(ﾜｺﾞﾝ)
ﾂｰﾘﾝｸﾞﾊｲｴｰｽ(ﾜｺﾞﾝ)
ﾊｲｴｰｽﾚｼﾞｱｽ(ﾊﾞﾝ)
レジアス(ﾊﾞﾝ)

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾜｺﾞﾝ LH120G/KZH120G

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V

ﾚｼﾞｱｽｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V/RZH183K

(☆固定窓） RZH182K/LH182K/LH188K

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾜｺﾞﾝ LH120G/KZH120G

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V

ﾚｼﾞｱｽｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V/RZH183K

(☆ｽﾗｲﾄﾞ窓２ヶ所） RZH182K/LH182K/LH188K

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾜｺﾞﾝ LH120G/KZH120G

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V

ﾚｼﾞｱｽｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V/RZH183K

(☆ｽﾗｲﾄﾞ窓３ヶ所） RZH182K/LH182K/LH188K

¥63,000

LXH49V/LXH43V/RCH42V ¥63,000

KCH46W/KCH40W/RCH47W/RCH41W

¥70,500 ¥51,000 ¥25,500

¥65,000

KR27V/CR27V/CR36V/YR25V ¥61,000

車    種 型    式
カーフィルム施工

¥73,000

¥73,000

¥73,000

¥66,000 ¥46,500 ¥24,000

¥69,000

¥84,000 ¥49,500 ¥25,500

¥49,500 ¥25,500

¥73,500 ¥55,500 ¥25,500

¥76,500 ¥57,000 ¥25,500

¥78,000 ¥58,500 ¥25,500
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トヨタ　　
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾜｺﾞﾝ LH120G/KZH120G

ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V

ﾚｼﾞｱｽｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾊﾞﾝ RZH122V/LH129V/LH123V/RZH183K

(☆ｽﾗｲﾄﾞ窓４ヶ所） RZH182K/LH182K/LH188K

アベンシス(セダン) ¥66,000 ¥48,000 ¥33,000 ¥51,000
アベンシス(ワゴン) ¥61,500 ¥43,500 ¥22,500 ¥53,000
カローラアクシオ ¥63,000 ¥45,000 ¥33,000 ¥52,000

ベルタ ¥57,000 ¥39,000 ¥28,500 ¥52,000
マークＸ ¥66,000 ¥48,000 ¥33,000 ¥51,000
ブレビス ¥66,000 ¥48,000 ¥33,000 ¥52,000
アイシス ¥61,500 ¥43,500 ¥22,500 ¥53,000
シエンタ ¥60,000 ¥42,000 ¥22,500 ¥53,000
パッソ ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 ¥51,000
オーリス ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 ¥52,000
ラクティス ¥57,000 ¥40,500 ¥22,500 ¥52,000
ポルテ ¥57,000 ¥40,500 ¥22,500 ¥52,000
ウィッシュ ¥61,500 ¥43,500 ¥22,500 ¥55,000
ラッシュ ¥58,500 ¥40,500 ¥22,500 ¥53,000

車    種 型    式
カーフィルム施工

¥73,000¥79,500 ¥60,000 ¥25,500
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トヨタ
ポリマー

Ａ Ｂ Ｃ コーティング
エスティマハイブリッド

エスティマ

シエンタ
ノア ¥70,500 ¥46,500 ¥57,000 ¥61,000

ノア（バン） ¥64,500 ¥45,000 ¥54,000 ¥61,000
SV35/SV33/SV32/CV30/SV30

SV43/SV42/SV41/SV40/CV43

CV40/MCV21/SXV25/SXV20

ACV35/ACV30

カムリ(ハードトップ) VZV33/VZV32 ¥61,500 ¥43,500 ¥37,500 ¥28,000
ZZE124/ZZE122/NZE124

NZE121/NZE120/CE121

ベルタ
ラクティス
パッソ

カローラランクス ZZE123/NZE124/NZE121 ¥58,500 ¥40,500 ¥39,000 ¥46,000
AE115N/AE111N ¥63,000 ¥40,500 ¥51,000 ¥48,000

ZZE122N/ZZE124N/NZE122N ¥64,500 ¥42,000 ¥52,500 ¥48,000

車　　種　 型　　式
カーフィルム施工

¥49,500 ¥57,000 ¥61,000

カムリ・セダン ¥63,000 ¥45,000 ¥39,000 ¥48,000

¥73,500

¥48,000

スパシオ

カローラ（セダン） ¥60,000 ¥42,000 ¥37,500
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