
12,980円

明朗・安心価格（82項目の詳細点検）車検価格表 立会い車検の流れ

電話1本でOK!
入庫可能な日・時間を
お知らせ下さい。

※ご予約の際は、自動車検査証をご用意下さい。
　土・日・祝日もOKです！

お車のメンテナンスに
ついてアドバイスさせて
いただいた上でお車を
お引き渡しします。

●検査が合格しましたら、車検費用の
　ご精算をしていただきます。
　以上で車検完了です。
※後日更新後の自動車検査証と、
　ステッカーをお受けとり下さい。

お客様に整備箇所をご確認後、
お客様とご相談の上、

必要な整備を実施します。

★整備内容、交換する部品等の状況により作業
　時間もお知らせ致します。
★整備箇所については整備保証も行っています。
　

●車検合格に必要な整備と、安心してお車を
　お乗りいただくための整備のお見積もりを
　致します。

0120-374895
フリーダイヤル ミ ン ナ　ヨ　ヤ　ク　ゴー

車検ご予約は…

1

お車を15分で分解、点検致します。
ご予約日にご来店下さい。

ご予約 2 ご来店・受付 3 立会い・ご説明

6 精算・お引き渡し 5 完成検査

4 整備

他、愛知県内5店舗

自動車重量税・自賠責保険料
印紙及び更新料

上記の諸費用は車検申請前に納付しなけ
れば陸運局に受け付けてもらえません。
車検整備入庫時に必ず上記の諸費用を
お支払い下さい。

車検諸費用前受けのお願い

車検時に
必要な物

エネジェット岐南インターSS

羽　島　北　S　S

エネジェット可児SS

エネジェット本巣五反田SS
（セブン-イレブン本巣五反田店）

エネジェット垂井町宮代SS
（セブン-イレブン垂井町宮代店）

岐阜市西野町 7-12

岐阜市中鶉 3-85

岐阜市福光西 2-8-10

岐阜市北一色 2-8-15

岐阜市正木中 4-12-15

岐阜市菅生 8-6-20

TEL 〈058〉 251-7782

TEL 〈058〉 273-8900

TEL 〈058〉 233-6688

TEL 〈058〉 247-5811

TEL 〈058〉 296-0116

TEL 〈058〉 294-1411

羽島郡岐南町上印食9-95

羽島市足近町 2-189-1

可児市下恵土字古川 1965

本巣市石原 574-4

不破郡垂井町宮代 3011-1

TEL 〈058〉 249-2225

TEL 〈058〉 392-5775

TEL 〈0574〉 60-0212

TEL 〈058〉 322-3456

TEL 〈0584〉 71-9802

三洋堂さん

競輪場

カラフルタウン

エネジェット北一色SS

エネジェット
岐南インターSS

カーケアセンター
羽島店

カーケアセンター
長良店

エネジェット正木SS

マーサ21

エネジェット長良福光SS

尻毛橋

板屋橋

オークワさん

エネジェット
本巣五反田SS

※部品交換が必要な場合、部品代、交換料金が発生します。
　また、部品の経年劣化による不慮の破損などについても追
加料金が発生する場合がございます。

※ワンボックス・RV車の一部、貨物車、外車、特殊車は別途
料金となります。また違法改造車はお引き受けできませんの
で予めご了承ください。

※重量税は、エコカー減税非対象車で初年度登録から13年
未満のお車の税額です。（13年以上経過したお車の重量
税は上記額とは異なります。）

※エコカー減税対象車の重量税は、上記額より減額されます。
※スキャンツール（診断機）常設しております。

西友さん

入庫・点検結果に基づいて
お車の状態を

きちんとご説明します。

★整備士からのアドバイスやいろいろご相談もできます。

●国家資格の整備士が点検内容を直接説明
　しますので安心です！

車検基本点検およ
び日常点検等を行
い、お客様立ち会い
でご納得頂けるよう
ご説明致します。

★検査状況をモニターで見て頂けます。

●国家資格の検査員が最終検査を実施します。
●コンピューターによる検査機器ですから
　安心です！

点検整備終了後
検査を行います。

●自動車検査証（車検証）
●車検諸費用
●自動車税納税証明書

●印鑑
●自賠責保険証明書
●ロックナットアダプター（ついている方）

整備の必要がない場合

6,600円
19,730円

1,200円1,100円

（税込）

（税込）

（税込）

-3,300円-3,300円
-1,650円-1,650円
-2,200円-2,200円

47,010円

16,400円
20,010円

57,190円

24,600円15,000円 32,800円

65,390円55,790円 73,590円

41,000円

85,090円

6,600円
14,280円

41,660円

※車のグレード等により、必ず該当するとは限りません。
　車検証の車両重量をご確認下さい。

（法定分解点検基本料）9,680円（税込）
（車検テスター使用料及び検査更新料）9,900円（税込）

（法定分解点検基本料）

（税込）
9,680円

（法定分解点検基本料）

（税込）

軽自動車

車種・重量

合 計（税込）

割引項目

ハイブリッド車/
EV車も

お任せ下さい！
《　　　　　　　　　   》《　　　　　　　　　   》損害保険ジャパン
株式会社代理店
損害保険ジャパン
株式会社代理店

車
検
諸
費
用

パッソクラス シエンタクラスプリウス etc.Nボックス etc.
小型乗用車（1t以下）

クラウンクラス
大型乗用車（2t以下）

アルファードクラス
ワゴン車（2～2.5t以上）

プロボックスクラス
小型貨物車（2.0t以下）中型乗用車（1.5t以下）

乗用車（車両重量）

割引金額

検査更新料

重   量   税

自賠責保険

印   紙   代

車検基本料

58,240円48,640円39,860円-7,150円 50,040円 66,440円 77,940円 34,510円割引
最大適用 （税込） （税込） （税込） （税込） （税込） （税込） （税込） （税込）

お車  お車の保険 お車 も お車の保険 も
安心点検が必要です！

適正な条件と補償内容の点検
（保険証券をご持参下さい）

タイヤ・バッテリー
お見積もりさせて
いただきます！

タイヤ・バッテリー
お見積もりさせて
いただきます！

自動車整備士募集 お問合せ先：本社 058-251-6813

　　　　　　　　 お車の事なら
      　　 〈下記直営SS〉に

お任せください

ガソリンから車検・保険まで

車検・整備・鈑金は安全・確実 エブリディ車検のカクダへ

2021.4月～

エネジェット島イーストSS

西 　野 　町 　S 　S

鶉 セントラル S S

エネジェット長良福光SS

エネジェット北一色SS

エネジェット正木SS

エネジェット島イーストSS

早期予約割引
実車検日より1週間以上前のご予約

車両お立会割引
車検時お客様立会い・ご説明

新車1回目割引

ご予約は


