
排 気 量 経 過 年 数

0 ～ 50,000km ¥16,080 （￥17,360） ¥19,600 （￥21,160） ¥24,300 （￥26,240） ¥30,990 （￥33,460）

50,001 ～ 70,000km ¥19,040 （￥20,560） ¥23,300 （￥25,160） ¥29,300 （￥31,640） ¥37,490 （￥40,480）

70,001 ～ 100,000km ¥21,760 （￥23,500） ¥26,700 （￥28,830） ¥34,300 （￥37,040） ¥43,990 （￥47,500）

0 ～ 50,000km ¥19,360 （￥20,900） ¥23,700 （￥25,590） ¥34,300 （￥37,040） ¥43,990 （￥47,500）

50,001 ～ 70,000km ¥19,440 （￥20,990） ¥23,800 （￥25,700） ¥39,300 （￥42,440） ¥50,490 （￥54,520）

70,001 ～ 100,000km ¥22,880 （￥24,710） ¥28,100 （￥30,340） ¥44,300 （￥47,840） ¥56,990 （￥61,540）

0 ～ 50,000km ¥22,640 （￥24,450） ¥27,800 （￥30,020） ¥46,800 （￥50,540） ¥60,240 （￥65,050）

50,001 ～ 70,000km ¥29,040 （￥31,360） ¥35,800 （￥38,660） ¥51,800 （￥55,940） ¥66,740 （￥72,070）

70,001 ～ 100,000km ¥37,040 （￥40,000） ¥45,800 （￥49,460） ¥56,800 （￥61,340） ¥73,240 （￥79,090）

12年経過未満 0 ～ 100,000km ¥46,110 （￥49,790） ¥57,140 （￥61,710）

0 ～ 50,000km ¥17,520 （￥18,920） ¥21,400 （￥23,110） ¥28,000 （￥30,240） ¥35,800 （￥38,660）

50,001 ～ 70,000km ¥19,440 （￥20,990） ¥23,800 （￥25,700） ¥33,000 （￥35,640） ¥42,300 （￥45,680）

70,001 ～ 100,000km ¥22,320 （￥24,100） ¥27,400 （￥29,590） ¥38,000 （￥41,040） ¥48,800 （￥52,700）

0 ～ 50,000km ¥19,440 （￥20,990） ¥23,800 （￥25,700） ¥38,000 （￥41,040） ¥48,800 （￥52,700）

50,001 ～ 70,000km ¥20,240 （￥21,850） ¥24,800 （￥26,780） ¥43,000 （￥46,440） ¥55,300 （￥59,720）

70,001 ～ 100,000km ¥23,760 （￥25,660） ¥29,200 （￥31,530） ¥48,000 （￥51,840） ¥61,800 （￥66,740）

0 ～ 50,000km ¥25,040 （￥27,040） ¥30,800 （￥33,260） ¥50,500 （￥54,540） ¥65,050 （￥70,250）

50,001 ～ 70,000km ¥31,440 （￥33,950） ¥38,800 （￥41,900） ¥55,500 （￥59,940） ¥71,550 （￥77,270）

70,001 ～ 100,000km ¥39,440 （￥42,590） ¥48,800 （￥52,700） ¥60,500 （￥65,340） ¥78,050 （￥84,290）

12年経過未満 0 ～ 100,000km ¥49,950 （￥53,940） ¥61,940 （￥66,890）

0 ～ 50,000km ¥19,840 （￥21,420） ¥24,300 （￥26,240） ¥30,500 （￥32,940） ¥39,050 （￥42,170）

50,001 ～ 70,000km ¥21,440 （￥23,150） ¥26,300 （￥28,400） ¥35,500 （￥38,340） ¥45,550 （￥49,190）

70,001 ～ 100,000km ¥24,080 （￥26,000） ¥29,600 （￥31,960） ¥40,500 （￥43,740） ¥52,050 （￥56,210）

0 ～ 50,000km ¥22,160 （￥23,930） ¥27,200 （￥29,370） ¥40,500 （￥43,740） ¥52,050 （￥56,210）

50,001 ～ 70,000km ¥22,880 （￥24,710） ¥28,100 （￥30,340） ¥45,500 （￥49,140） ¥58,550 （￥63,230）

70,001 ～ 100,000km ¥25,360 （￥27,380） ¥31,200 （￥33,690） ¥50,500 （￥54,540） ¥65,050 （￥70,250）

0 ～ 50,000km ¥26,640 （￥28,770） ¥32,800 （￥35,420） ¥53,000 （￥57,240） ¥68,300 （￥73,760）

50,001 ～ 70,000km ¥33,040 （￥35,680） ¥40,800 （￥44,060） ¥58,000 （￥62,640） ¥74,800 （￥80,780）

70,001 ～ 100,000km ¥41,040 （￥44,320） ¥50,800 （￥54,860） ¥63,000 （￥68,040） ¥81,300 （￥87,800）

12年経過未満 0 ～ 100,000km ¥52,510 （￥56,710） ¥65,140 （￥70,350）

排 気 量

7年
経過未満

10年
経過未満

走  行  距  離

1,800cc
以下
（軽を含む）

2,501cc
以上

10年
経過未満

5年
経過未満

7年
経過未満

10年
経過未満

5年
経過未満

7年
経過未満

保　証　区　分

Ｌ２ 年間プラン Ｌ ３ 年間プランＭ １ 年間プラン Ｍ ２ 年間プラン

（￥4,320）¥4,000

※上記料金設定は2012年2月1日からのお申込車両に適用させていただきます。
　　また、予告なく料金設定を変更させていただく事がございます。

※メーカーの保証期間が残っている車両で、保証継承を実施された場合は一律￥2,000引きでのご提供となります。（Sプランは適用外。）
※年式や走行距離が適合する場合であったとしても、一部お引き受けをお断りする可能性のある車種がございます。（LFA、LS、ISF、RX-8、GT-R、NSX、センチュリー、
　プレジデント等、又は新車価格が600万円を超える高額車両等。）該当車種を検討される場合、予め事務局までお問合せください。
※個人名義であっても、業務に利用する事のあるお車のご加入はできません。
※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「Prime Warranty 販売規約」をご参照ください。
　例）事業用途車両、輸入車両、改造車両、冠水暦車両、事故・修復車両　等
※ハイブリッド車両、ロータリーエンジン車両、1/4ナンバーの貨物車（排気量4,500cc以上除く。）に関しては、一律￥5,000加算でのご提供となります。（Sプランは加算なくご加入可能です。）

　長期保証制度　Prime Warranty 【料金一覧表】

区分・制限
なし

5年
経過未満

　　全プランにロードサービス付き
Ｓ １年間プラン

2,500cc
以下

（　）内税込み価格●Ｌ/Ｍ プラン 標準価格

●Ｓ１ プラン　標準価格　一律
経　　過　　年　　数

pw120201-bc

0　～　150,000km

（　）内税込み価格

0　～　15年 経過未満走 行 距 離

　取り扱い販売店舗


