
有限会社ノノムラ　横浜市磯子区峰町225　TEL：045-835-2418

  カーフィルム施工　クラス別料金表（10％税込） 令和3年3月現在

運助のみ 運助前三角窓 サイド１面
１面 2枚で （運助除く）

アルト シルフィード 33,880 23,980 9,900
ミライース （断熱フィルム） (税抜　30,800) (税抜　21,800) (税抜　9,000)

モコ　等 ルミクール 23,980 15,180 7,700
（通常フィルム） (税抜　21,800) (税抜　13,800) (税抜　7,000)

断熱フィルム 33,880 17,600 26,180 11,000 A5ｻｲｽﾞ 3,300(税抜3,000) 23,980 9,900
(FGR５００) (税抜　30,800) (税抜　16,000) (税抜　23,800) (税抜　10,000) 以上 5,500(税抜5,000) (税抜　21,800) (税抜　9,000)

運助のみ 運助前三角窓 サイド１面
１面 2枚で （運助除く）

アクア シルフィード 38,280 28,380 9,900
N-BOX （断熱フィルム） (税抜　34,800) (税抜　25,800) (税抜　9,000)

デイズルークス ルミクール 27,280 18,480 7,700
デミオ （通常フィルム） (税抜　24,800) (税抜　16,800) (税抜　7,000)

ムーヴ 断熱フィルム 38,280 17,600 31,680 11,000 A5ｻｲｽﾞ 3,300(税抜3,000) 28,380 9,900
ワゴンR　等 (FGR５００) (税抜　34,800) (税抜　16,000) (税抜　28,800) (税抜　10,000) 以上 5,500(税抜5,000) (税抜　25,800) (税抜　9,000)

運助のみ 運助前三角窓 サイド１面
１面 2枚で （運助除く）

シエンタ シルフィード 40,480 30,580 9,900
ルーミー （断熱フィルム） (税抜　36,800) (税抜　27,800) (税抜　9,000)

リーフ ルミクール 28,380 20,680 7,700
キューブ （通常フィルム） (税抜　25,800) (税抜　18,800) (税抜　7,000)

インプレッサセダン 断熱フィルム 40,480 22,000 31,680 13,200 A5ｻｲｽﾞ 3,300(税抜3,000) 30,580 9,900
ソリオ　等 (FGR５００) (税抜　36,800) (税抜　20,000) (税抜　28,800) (税抜　12,000) 以上 5,500(税抜5,000) (税抜　27,800) (税抜　9,000)

運助のみ 運助前三角窓 サイド１面
１面 2枚で （運助除く）

カムリ シルフィード 41,580 32,780 11,000
カローラアクシオ （断熱フィルム） (税抜　37,800) (税抜　29,800) (税抜　10,000)

シルフィー ルミクール 29,480 21,780 8,800
レガシィセダン （通常フィルム） (税抜　26,800) (税抜　19,800) (税抜　8,000)

アコードセダン 断熱フィルム 41,580 22,000 36,080 13,200 A5ｻｲｽﾞ 3,300(税抜3,000) 32,780 11,000
アウディA4セダン等 (FGR５００) (税抜　37,800) (税抜　20,000) (税抜　32,800) (税抜　12,000) 以上 5,500(税抜5,000) (税抜　29,800) (税抜　10,000)

運助のみ 運助前三角窓 サイド１面
１面 2枚で （運助除く）

プリウスα シルフィード 44,880 30,580 12,100
ノア・VOXY （断熱フィルム） (税抜　40,800) (税抜　27,800) (税抜　11,000)

セレナ・Xトレイル ルミクール 31,680 20,680 9,900
CX-5・CX-8 （通常フィルム） (税抜　28,800) (税抜　18,800) (税抜　9,000)

ステップワゴン 断熱フィルム 44,880 22,000 36,080 13,200 A5ｻｲｽﾞ 3,300(税抜3,000) 30,580 12,100
ベンツA　等 (FGR５００) (税抜　40,800) (税抜　20,000) (税抜　32,800) (税抜　12,000) 以上6,600(税抜6,000) (税抜　27,800) (税抜　11,000)

運助のみ 運助前三角窓 サイド１面
１面 2枚で （運助除く）

アルファード シルフィード 49,280 32,780 12,100
クラウン （断熱フィルム） (税抜　44,800) (税抜　29,800) (税抜　11,000)

エルグランド ルミクール 34,980 21,780 9,900
デリカD５ （通常フィルム） (税抜　31,800) (税抜　19,800) (税抜　9,000)

レクサスGS 断熱フィルム 49,280 22,000 36,080 13,200 A5ｻｲｽﾞ 3,300(税抜3,000) 32,780 12,100
BMW5セダン　等 (FGR５００) (税抜　44,800) (税抜　20,000) (税抜　32,800) (税抜　12,000) 以上6,600(税抜6,000) (税抜　29,800) (税抜　11,000)
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《下記施工時の注意事項もご一読ください》



有限会社ノノムラ　横浜市磯子区峰町225　TEL：045-835-2418

  カーフィルム施工時　注意事項 令和3年3月現在

【注意事項】

※　表示価格は令和３年３月現在のもので、税込み10％表示となっております。

※　車種が載っていない場合はお問い合わせください。

※　運転席・助手席に関しては施工後可視光線透過率７０％以下になってしまう場合は作業は行っておりません。

※　お持ち込みのフィルムの施工は行っておりません。

※　ハイエース・キャラバン等、引き戸タイプの窓がある場合は別途追加料金　１ヶ所￥6,600（税抜\6,000）が掛かります。

※　ハイエース・キャラバン等、小窓がある場合は別途追加料金　１ヶ所￥3,300（税抜\3,000）が掛かります。

※　カーテン付きの場合は事前に外してからご入庫をお願い致します。

※　施工上外しが必要な電装品等があった場合は別途脱着工賃が掛かります。その際に再利用不可能な

　　 部品の場合はお客様のご負担・ご用意となりますのでご注意下さい。

※　サンルーフへの施工は参考料金としてサイド1面価格の1.5倍～となります。厳密には現車確認でガラスの大きさ

　　 等によって料金は異なります。

※　既にフィルム施工されている場合、ハガシ料金としてリヤ1面￥5,500（税抜\5,000）～、

　　 サイド１面￥2,750（税抜\2,500）～が参考料金となります。

　　 糊の残り具合により変わります。また、リヤのハガシの際に熱線が剥がれてしまう恐れが

　　 ある場合は現車確認時に作業をお断りすることがございます。

※　ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


