
コース MP60 MP54 MP36 MP30 MP24 MP18 MP12 コース MP36U MP30U MP24U MP18U(S) MP18U MP12U(S) MP12U MP6U

新車（乗用） 新車（乗用） 新車（乗用） 新車（乗用） 新車（貨物）

新車（軽乗） 新車（軽乗） 新車（軽乗） 新車（軽乗） 新車（軽貨） 新車（軽貨）

中古車 中古車 中古車 中古車 中古車 中古車 中古車 中古車

車検（乗用） 車検（乗用） 車検（貨物）

乗用 契約区分 0 1 2 3 4 6 7 契約区分 2 3 4 5 6 7 8 9

軽（乗用・貨物） A ¥63,778 ¥45,969 ¥34,705 ¥16,896 ¥29,073 ¥11,264 Ｌ ¥34,705 ¥16,896 ¥29,073 ¥26,257 ¥11,264 ¥20,625 ¥8,448 ¥2,816

コンパクト B ¥75,328 ¥55,264 ¥41,184 ¥21,120 ¥34,144 ¥14,080 Ｍ ¥41,184 ¥21,120 ¥34,144 ¥30,624 ¥14,080 ¥23,584 ¥10,560 ¥3,520

ミディアム C ¥86,878 ¥64,559 ¥47,663 ¥25,344 ¥39,215 ¥16,896 Ｎ ¥47,663 ¥25,344 ¥39,215 ¥34,991 ¥16,896 ¥26,543 ¥12,672 ¥4,224

アッパーミディアム D ¥92,642 ¥69,201 ¥50,897 ¥27,456 ¥41,745 ¥18,304 Ｏ ¥50,897 ¥27,456 ¥41,745 ¥37,169 ¥18,304 ¥28,017 ¥13,728 ¥4,576

ラージ E ¥104,192 ¥78,496 ¥57,376 ¥31,680 ¥46,816 ¥21,120 Ｐ ¥57,376 ¥31,680 ¥46,816 ¥41,536 ¥21,120 ¥30,976 ¥15,840 ¥5,280

エクストララージ F ¥145,112 ¥102,476 ¥63,855 ¥35,904 ¥51,887 ¥23,936 Ｑ ¥63,855 ¥35,904 ¥51,887 ¥45,903 ¥23,936 ¥33,935 ¥17,952 ¥5,984

ＦＣＶ Ｙ ¥170,808 ¥131,824 ¥96,888 ¥57,904 ¥73,920 ¥34,936 Ｚ ¥96,888 ¥57,904 ¥73,920 ¥67,936 ¥37,936 ¥44,968 ¥28,952 ¥5,984

ＲＶ－Ｍ I ¥98,428 ¥73,854 ¥54,142 ¥29,568 ¥44,286 ¥19,712 Ｒ ¥54,142 ¥29,568 ¥44,286 ¥39,358 ¥19,712 ¥29,502 ¥14,784 ¥4,928

ＲＶ－Ｌ J ¥109,978 ¥83,149 ¥60,621 ¥33,792 ¥49,357 ¥22,528 Ｓ ¥60,621 ¥33,792 ¥49,357 ¥43,725 ¥22,528 ¥32,461 ¥16,896 ¥5,632

ＲＶ－ＸＬ K ¥121,506 ¥92,433 ¥67,089 ¥38,016 ¥54,417 ¥25,344 Ｔ ¥67,089 ¥38,016 ¥54,417 ¥48,041 ¥25,344 ¥35,409 ¥19,008 ¥6,336

コース MP24 MP12 コース MP18U(S) MP12U(S)

貨物 契約区分 ４ ７ 契約区分 ５ ８

小型貨物　～1.5L V ¥48,224 ¥33,440 V ¥41,888 ¥33,440

小型貨物　1.5L～ W ¥54,560 ¥37,312 W ¥47,168 ¥37,312

普通貨物（ＨＩＬＵＸ） Ｘ ¥61,072 ¥42,064 X ¥53,152 ¥42,064

点検内容

１ヶ月無料点検 1 1 1 1 1 1 12点 ● ●

６ヶ月無料点検 6 6 6 6 － － プロケア１０ ● ● ● ●

法定１２ヶ月点検 12・24・48 12・24・48 12・24 12・24 12 12 12点 ● ● ● ● ● ●

プロケア１０・法定６ヶ月点検 (登録後) 18・30・42・54 18・30・42・54 18・30 18・30 18 18 プロケア１０ ● ● ● ● ● ● ● ●

車検 36・60 36 36 24 車検 ● ● ● ●

プロケア１０・法定６ヶ月点検 ６・18 ６・18 6

法定１２ヶ月点検 12 12 －

車検 (車検後) 24 － 12

2020.11.20改定

※無料点検はメンテナンスパスポートに組み込んでおりません

※中途契約の場合は、車検までの点検回数から該当するものを選択

実施月

実施月

新メンテナンスパスポート価格表（税込）

新車・車検時加入コース　点検実施パターン

ＭＰベーシック

※空欄及びスープラ（ＤＢ系）、センチュリー、コースター、普通貨物車（ＨＩＬＵＸ　ＰＵを除く１ナンバー車）にはＭＰ設定はありません

ＦＣＶ（ＭＩＲＡＩ）のＭＰ価格には、車検・法定点検時に必要となる水素センサ点検技術料及び点検に必要な水素ガス代を含みます。また、車検時には、別途水素容器再検査及びイオン交換器フィルター取替費用必要となります（約\40,000）

適用適用

中古車加入コース　点検実施パターン



2021.4.1

MP60STD MP36STD MP24STD MP60PRE MP36PRE MP24PRE

新車（乗用） 新車（乗用） 新車（軽貨物） 新車（乗用） 新車（乗用） 新車（軽貨物）

新車（軽乗用） 新車（軽乗用） 車検 新車（軽乗用） 新車（軽乗用） 車検

車種クラス 契約区分 Ａ Ｃ Ｅ Ｇ Ｉ Ｋ

軽乗用 A ¥102,896 ¥56,756 ¥46,140 ¥149,016 ¥84,428 ¥64,588

コンパクト B ¥115,568 ¥63,796 ¥51,772 ¥161,688 ¥91,468 ¥70,220

ミディアム C ¥128,680 ¥71,100 ¥57,580 ¥174,800 ¥98,772 ¥76,028

アッパーミディアム D ¥134,664 ¥74,444 ¥60,220 ¥185,184 ¥104,756 ¥80,428

ラージ E ¥147,776 ¥81,748 ¥66,028 ¥198,296 ¥112,060 ¥86,236

ＲＶ－Ｍ I ¥146,240 ¥81,108 ¥65,132 ¥200,760 ¥113,820 ¥86,940

ＲＶ－Ｌ J ¥159,352 ¥88,412 ¥70,940 ¥213,872 ¥121,124 ¥92,748

ＲＶ－ＸＬ K ¥172,552 ¥95,804 ¥76,748 ¥227,072 ¥128,516 ¥98,556

無料点検 1・6 1・6 — 1・6 1・6 —

3・9・15・21・27・33 3・9・15・21・27・33

・MP60／MP36 39・45・51・57 39・45・51・57

法定１２ヶ月点検 新車登録日からの経過月数 12・24・48 12・24 12 12・24・48 12・24 12

プロケア１０ ・MP24 18・30・42・54 18・30 6・18 18・30・42・54 18・30 6・18

車検 車検後の経過月数 36・60 36 24 36・60 36 24

プレミアムコース

適用

プラスサポート 3・9・15・21・27・33 3・9・15・21

新メンテナンスパスポート価格表（税込）

点検・作業内容

プラスサポート ・タイヤ＆バッテリーチェック  ・洗車

・法定１２か月基本点検作業

コース

実施月

スタンダードコース

※エンジンオイルについては、オイル会員ご契約、又は通常価格での取替となります

3・9・15・21・27・33 3・9・15・21

・安心ドライブ点検  ・撥水洗車

・プロケア１０基本作業

　・タイヤローテーション  ・ 撥水洗車

・法定１２か月基本点検作業

　・タイヤローテーション  ・オイルフィルター取替  ・Ｆｒワイパーラバー取替

プロケア１０

法定１２ヶ月点検

　・タイヤローテーション　・洗車

・プロケア１０基本作業

　・クリーンエアフィルター（プレミアム）取替  ・クレベリン  ・撥水洗車

　・タイヤローテーション  ・オイルフィルター取替  ・Ｆｒワイパーラバー取替　・洗車

点検時、パック内容以外の追加整備費用　　スタンダードコース:１０％ＯＦＦ、プレミアムコース:２０％ＯＦＦ　　

その他

・２４ヶ月定期点検基本作業／日常点検／継続検査

　・ブレーキフルード取替　・タイヤローテーション　・オイルフィルター取替

　・Ｆｒ＆Ｒｒワイパーラバー取替

　・クリーンエアフィルター（プレミアム）取替　・クレベリン　・撥水洗車

車検

・２４ヶ月定期点検基本作業／日常点検／継続検査

　・Ｆｒ＆Ｒｒワイパーラバー取替　・洗車

　・ブレーキフルード取替　・タイヤローテーション　・オイルフィルター取替

オイル会員割引　　スタンダードコース:１０％ＯＦＦ、プレミアムコース:２０％ＯＦＦ（カストロールオイル可）


