
車検車検

"車検予約の手順・流れ
ご予約は、お電話のほか
パソコン・スマホからも
できます。

ご予約は、お電話のほか
パソコン・スマホからも
できます。11 22 33車検当日のご案内日時に

お車を入庫してください。
車検当日のご案内日時に
お車を入庫してください。 44検査ラインで行う

車検作業のすべてを
見学コースで約25分
ご覧いただきます。

検査ラインで行う
車検作業のすべてを
見学コースで約25分
ご覧いただきます。

修理箇所が無ければ
受付から2時間ほどで
その日のうちに乗って
帰れます。

修理箇所が無ければ
受付から2時間ほどで
その日のうちに乗って
帰れます。初めてご利用になるお車のご予約の際

は車検証をご用意ください。予約確定
後確認のおハガキを郵送いたします。 検査の結果は診断

カルテで説明いた
します。

❶自動車検査証
❷現在加入中の自賠責保険証
❸納税証明書
❹認め印をご持参ください。

自動車検査
証

❶ ❷ ❸ ❹
自動車損害賠償
責任保険証明書

納税証明書

修理箇所があれば
必要に応じて、作
業のお時間をいた
だきます。

スピード25分車検

もちろん

すべての工程が見える！ 検査結果が見える！ 追加整備をお客様
ご自身で選べる！

クリアー25車検では、一
部だけでなく、点検検査工
程のすべてをご覧いただ
けます。

検査の結果は、大型モニ
ターに数値を表示し、そ
の場で合否の説明をいた
します。

診断カルテを使って、整備が
必要な箇所などを明示しま
す。追加の整備はそのまま
当日整備をしていくか、後日
にするかをお客様にお選び
いただきます。

キ

ッズ
ルーム完備

!

家族で来れる車検
クリアー２５車検は独自の検査ラ
インでのスムーズな作業をお客
様に公開しています。小さいお
子様連れのお客様もぜひご一緒
にアトラクション感覚で検査ライ
ンをご覧ください。国家資格を有
する整備士が一人ひとり丁寧に
ご説明いたします。

安心できる
クリアー25
車検を
ご覧ください！

だから
安心！

だから
納得！

だから
お得！



3,000円
（税込3,240円）

1,000円
（税込1,080円）

2,000円
（税込2,160円）

（2ヶ月前）※2 （1ヶ月前）※2

1,500円
（税込1,620円）

新規入庫のお車❶ ❷ ❸ ❺早期入庫※1 早期予約 お得意様

クリアー25
車検料金表

当社で車検を受けた お客様車検満了日より2ヵ月以上前の 予約

1,000円
（税込1,080円）

❹早期予約

車検満了日より1ヵ月以上前の 予約車検満了日より3週間以上前の 入庫 当社の車検を初めて利用する お車
※１： 休日や予約状況によって対象期間中に入庫できない場合には適用になりません。　※２ ： ③早期予約（2ケ月前）と④早期予約（1ケ月前）は重複して適用できません。

1,100円

6,600円

25,070円

（税込55,450円）
53,770円

14,000円
（税込15,120円）

7,000円
（税込7,560円）

1,200円

16,400円

25,830円

（税込69,350円）
67,430円

14,000円
（税込15,120円）

10,000円
（税込10,800円）

1,200円

24,600円

25,830円

（税込77,550円）
75,630円

14,000円
（税込15,120円）

10,000円
（税込10,800円）

1,200円

32,800円

25,830円

（税込85,750円）
83,830円

14,000円
（税込15,120円）

10,000円
（税込10,800円）

1,200円

6,600円

17,350円

（税込51,070円）
49,150円

14,000円
（税込15,120円）

10,000円
（税込10,800円）

1,200円

9,900円

17,350円

（税込54,370円）
52,450円

14,000円
（税込15,120円）

10,000円
（税込10,800円）

印紙代

車検基本料

検査料

自賠責保険料

自動車重量税（注）

ク
リ
ア
ー
車
検
料

法
定
費
用（
非
課
税
）

クリアー25車検費用
合計

乗用車 貨物車 （トラック・バン）

お得な割引お得な割引

全
員
に
！

平
日
限
定

チラシ有効期限：平成30年6月2日

クリアー25 検 索

クリアー車検をご利用いただくと

（注）同じ車種でも重量によって異なります。エコカー減税対象車は表示金額より下がる場合があります。又、初年度登録から13年以上経過した車両は表示金額と異なります。詳しくはお問い合わせください。　※お客様のご
依頼箇所や車検に合格できない箇所などの追加整備は別途料金となります。　※当日完成しない場合は、無料で代車をお貸しいたします。（台数に限りがございます。）　※お支払いは現金又は当社指定のローン・クレジット
カードのいずれかでお願いします。ただし、法定費用は現金でご用意ください。　※違法改造車は改造前の状態に整備をしてから車検を行います。（復元整備は別途料金）　※緑ナンバー・黒ナンバーの営業車・Wタイヤ・4輪
ドラムブレーキ・輸入外車・バイク・キャンピングカー等の特殊車両はクリアー車検対象外のため料金が異なります。お預り車検で対応いたしますので各店へお問い合わせください。

当社では検査代行手数料（事務手数料）はいただいておりません。

早期のご予約・ご入庫がお得です！

0263-58-3271
松本市平田東2丁目1番2号

0263-58-4289FAX
松 本 店

ス グ ニ ヨ ヤ ク

0120-492489

クリアー25 検 索 車検証をご用意のうえお電話ください。スマホ・携帯電話からもOK!

AM8：30～PM7:00予約受付

AM8：30～PM5:30営業時間

▼ネット予約はこちらから

ピコカポイント
貯まります

東 番

車検車検
国土交通省北陸信越運輸局長指定工場　国家資格整備士65名　うち自動車検査員31名

土 日 祝 も営業

詳しくはWebをチェック！

ドライブレコーダーも取扱いしています！

ながの子育て家庭
優待パスポートご提示の方

至安曇野

至塩尻

八十二銀行
南松本支店様

キッセイ
薬品様

松本南郵便局様

南
松
本
駅

南
松
本
駅

南松本南松本

平　田平　田

平田南平田南

寿橋西寿橋西

出川町出川町

平田北平田北

19

松本店
モスバーガー
平田店様

プレゼント！

対象車種
ディーラーにてリコール作業を受けてからお越しください。

エ ア バッグ の
リコールについて

【タカタ製エアバッグを搭載した下記の車種】

平成30年5月から、エアバッグのリコール未改修の場合は

車検が通らなくなります！

フィット・アコード など31車種
ヴォクシー・カローラ・SC430 など25車種
エクストレイル・フーガ など14車種
ミラ・ハイゼット など4車種

RX-8・アテンザ など5車種
ランサー・アイ など4車種
インプレッサ・レガシィ
E46・3シリーズ （318i・320iなど）11車種
コモ

緊急告知

大型車 車両重量
1,501～2,000kg迄
大型車 車両重量
1,501～2,000kg迄

セレナ・
ヴォクシーなど
セレナ・
ヴォクシーなど

中型車 車両重量
1,001～1,500kg迄
中型車 車両重量
1,001～1,500kg迄

ノート・アクア・
フィットなど
ノート・アクア・
フィットなど

小型車 車両重量
～1,000kg迄
小型車 車両重量
～1,000kg迄

スイフト・パッソ・
マーチなど
スイフト・パッソ・
マーチなど

小型車 車両総重量
～2,000kg迄

ＡＤバン
プロボックス
など

中型車 車両総重量
2,001～2,500kg迄

タウンエース
バネットなど

03-5539-0452 http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallinfo_000.html

ホ ン ダ
トヨタ・レクサス
日 産
ダイハツ

マ ツ ダ
三 菱
SUBARU
B M W
い す ゞ

国土交通省タカタ専用ダイヤル エアバッグリコール特設ホームページ

スペーシア・Ｎ-ＢＯＸ・
ワゴンＲ・ムーブなど

軽自動車

プレゼント！
100pt300pt

下記の日程で車検業務をお休みさせていただきます。
5/6・5/10・5/16・5/24・5/31

車検車検

フリーダイヤル

古戦場入口
神明・広田

上庭上庭

赤川赤川
赤十字血液センター様赤十字血液センター様

広徳中広徳中

広徳広徳

R1
8バ
イパ
ス

長野
I.C

八幡原史跡公園

千曲市方面よりお越しの方は広徳の信号より
右折、血液センターを左折してご来社ください。

※長野稲葉店は平成29年9月をもって
　南長野店と統合いたしました。

長野オリンピック
スタジアム

運動公園

南長野店 長野県福祉
大学校

諏訪実業高校

四賀南神戸四賀武津
至
茅
野

文

文

至上諏訪

至諏訪I.C

20 諏訪店
文

026-284-6661
長野市稲里町田牧1300-1

026-284-6670FAX
南長野店 0266-56-4634

諏訪市赤羽根1番14号

0266-56-4635FAX
諏 訪 店諏 訪 店諏 訪 店

ス グ ニ ヨ イ ワ

0120-492410 0120-56-4634

下記の日程で車検業務をお休みさせていただきます。
5/6・5/10・5/11・5/16・5/20・5/25・5/26・
5/29・6/1・6/2

下記の日程で車検業務をお休みさせていただきます。
5/6・5/7・5/16・5/24・6/7

フリーダイヤル フリーダイヤル
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