
カーコーティングの魅力とは何か？

５つのポイントで説明します！

コーティングの基礎知識5

コーティング施工するにあたって知っておいて欲しいこと

ボンネットやルーフなど、上向きで面

積の広い部分は雨や紫外線の影響を

受けやすい「ダメージ・ゾーン」。

黒などの濃い色のクルマは、小キズ

や拭きあとが目立やすくなります。

夏は雨ジミ注意報発令の季節。

雨ジミを見つけたら専用クリーナー

で早期発見・処置。  

光沢や水ハジキが弱くなったらす

ぐ洗車を。汚れをためないことが

長持ちさせる秘訣です。

クルマのキズは整えて目立たなくさ

せるこ とが可能です。  

ダメージ・ゾーンにご用心！ 黒いクルマは汚れやすい？ 雨ジミはスピード勝負！ 洗車はタイミングが命！ キズ＝消す× → 整える○

保管時も走行時も…クルマは

常にダメージに晒されています

こんなにある！クルマが汚れる原因！！1

5つの大敵

樹液・トリのフン

スモッグ酸性雨

走行摩擦・ホコリ

紫外線

コーティングは汚れや刺激から

クルマを守るバリア（犠牲膜）です

コーティングの役割とは？2

コーティング＝犠牲膜

キレイな状態を
ラクにキープ
できます

愛着がグッと
増すわ♥

キズは…

整える

ダメージ・ゾーン

汚れない・洗わなくていい＝×

汚れにくい・洗いやすい＝◎
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スベスベ美肌 洗車がラクチンに水ハジキ

コーティングで洗車にかかる

手間と時間が軽減できます。

サビや汚れの原因となる水

分からボディを守ります。

平滑性＝スベスベ感を向上

させ、輝きと防御性をUP！

３つの力を発揮！

薄い被膜でダメージを受け止める
▼

汚れたら張り替え
▼

キレイが復活！

コーティングの基本的な仕組み4

塗装面

コーティング膜＝バリア

スマホと
いっしょだね！

コーティングの魅力とは？



エントリークラススタンダードクラスプレミアムクラス

塗装本来の美しさを引き出す、 
ガラス系の新定番コーティング 

定期的な再施工に最適 
リーズナブルなコーティング

ボディコーティング

カーウォッシュ

素早く、美しく仕上げる新しい洗
車のカタチ。プロのスタッフが洗
車専用ツールで愛車を優しく洗浄
します。

手洗い泡洗車＋クイックコーティ
ングのお得なセットメニュー。撥
水とツヤをワンランクアップ！

サイズ SS～S L～LL

基本料金 2,500円 3,500円
M

3,000円
サイズ SS～S L～LL

基本料金 5,000円 7,000円
M

6,000円

手洗い洗車 手洗い洗車＋クイックコーティング

サイズ SS M L LL

グラスネオ

グラシス

ポリマーシーラント

S

強さと美しさを追求した 
ガラス系コーティングの傑作 

球のような撥水性能によって、雨水を弾き、ボ
ディから水を排水。サビや汚れの固着を防ぎま
す。また洗車時の仕上げ拭きが楽チン。

超強力な球状撥水が美しい

強固なガラス被膜に撥水バリアを組み込んだ
ハイブリッド構造により、より強く、より美しいボ
ディに生まれ変わります。

ガラス被膜＋撥水バリア 

夏の高温などでも被膜が軟化し汚れを抱き込む
ことがありません。 また熱によってコーティング
面がより硬化し、汚れが付着しにくくなります。 

熱硬化による防汚性能 
グラシスはツヤや光沢を高めるというよりも、塗
装本来の色調や 状態を守ることに適したガラス系
コーティングです。 

塗装本来の美しさをしっかりと守る 

ゴシゴシ洗いや走行摩擦によるキズを軽減するた
めに適した、 約７H（鉛筆硬度試験）の硬度の被膜を
形成します。

ガラス系特有の高硬度被膜 

新車時のようなナチュラルな撥水性と流水感を
目指しました。 水滴のうろこシミ等を気にされる
カーオーナーにお勧めします。 

新車のような自然な撥水感 

ガラス系に比べキズ付きやすいですが、取れやすい
のがポリマー。 施工後も、ちょこちょこ磨きたい方
にお勧めです。

ちょこちょこ磨きを入れたいならポリマー

ポリマー系コーティングならではの深いツヤや光
沢感が魅力。 塗面の平滑性も向上し、付着した汚れ
も取れやすいです。 

ポリマー独特の深いツヤが魅力 

ボディに付着した水が集まりながら流れ落ちる
「偏平状撥水」。 また雨シミが付着してもメンテナ
ンス剤等で除去しやすいのが特徴。 

偏平状撥水で雨シミを防ぐ

Si Si Si Si Si Si Si Si

Si
O

Si
O

O
O

Si
O O

Si
O O

Si
O O

SiSi

O
O

Si OO

R R R R R R R R

塗装面

撥水バリア層

ガラス被膜 ガラス被膜

撥水バリア層

汚れ

塗　装 塗　装

汚れ

グラスネオ 一般的なワックス

３次元の網目構造により

強硬なガラス被膜を形成塗装面

高硬度ガラス被膜

光沢がある

GOOD
BAD

光沢がない

塗料

浸
透 一体化

ポリマーシーラント（－イオン）

塗装面

汚れ

ポリマーシーラント

（－イオン）

塗装面

（＋イオン）

推奨施工
サイクル

5年約

推奨施工
サイクル

3年約

推奨施工
サイクル

1 年約

53,000円45,000円38,000円33,000円 63,000円
45,000円35,000円28,000円21,000 円 55,000円

60,000円55,000円48,000円45,000円 70,000円

※ 上記価格は全て税別価格となっております。



● 中度～重度のキズ・シミの研磨
● 黒・濃色ボディのお車に最適 
● ３工程で究極の鏡面磨き

● 軽度～中度のキズ・シミの研磨
● 半年～3 年程度の車に最適 
● ２工程でスベスベ美肌 

● 軽度のキズ・シミの研磨 
● 新車～半年程度の車に最適 
● １工程で軽めに磨きます

ヘッドライトスチーマー&コーティング
ヘッドライトの黄ばみやクスミを除去。
特殊機材を使用し専用の溶剤を定着さ
せトップコートします。当店では従来
のヘッドライトスチーマーには無かっ
たコーティングをプラス耐久性にも優
れています。クラック除去コースもご
ざいます！

クイックポリッシュスタンダードポリッシュプレミアムポリッシュ

ボディポリッシング

カーケア&クリーン

フロントガラス撥水加工
ウインドーガラスコーティングに
よって、雨の日の視界不良や、夜間
のギラつきを無くし、安全・快適に
運転できます。

バンパー・ガラスの虫取り
擦っても取れないバンパーに付着
した頑固な虫の汚れを除去します。

ホイール洗浄&コーティング
泥やブレーキダストで汚れたタイヤ
をキレイにクリーニングし、見違え
る美しさに！

ルームクリーニング

室内に溜まったゴミやホコリは
もちろんのこと、飲み物のシミ・
汚れ、室内やエアコンの消臭な
どプロの専用機材で徹底洗浄い
たします。
スタンダードからプレミアムまで
お客様に合わせてコースをお選
びいただけます！

スタンダード

サイズ L～LL

基本料金 1,500円
SS～M

サイズ L～LL

コーティング

油膜・水アカ
ウロコ取り

1,800円 2,500円
2,000＋ ＋円 3,000円

SS～M

サイズ

コーティング

油膜・水アカ
ウロコ取り

20,000円
30,000円

SS～LL

サイズ L～LL

スタンダード

デラックス

プレミアム

7,300円 11,000円
15,200円 25,000円
28,000円

10,000円
35,000円

SS～M

サイズ ～15インチ 20インチ～

基本料金 7,000円 10,000円
16～19インチ

9,000円

メニュー / サイズ 軽自動車 中型車 大型車 ワゴン/RV

プレミアムポリッシュ
濃色車

濃色車

濃色車

スタンダードポリッシュ

クイックポリッシュ

小型車

15,000円 25,000円20,000円 30,000円 35,000円
18,000円 27,000円22,000円 32,000円 37,000円

8,000円 13,000円11,000円 18,000円 23,000円
10,000円 16,000円13,000円 21,000円 25,000円
12,000円 20,000円15,000円 25,000円 30,000円
14,000円 22,000円18,000円 27,000円 32,000円

ハード
ポリッシュ

ソフト
ポリッシュ

仕上げ
ポリッシュ

ハード
ポリッシュ

ソフト
ポリッシュ

ソフト
ポリッシュ

● 室内の清掃
● 内窓拭き上げ

デラックス
スタンダードに追加して
● ダッシュボード内張りの清掃洗浄
● 室内除菌・消臭（専用機材による簡易消臭）

プレミアム
デラックスに追加して
● シート清掃洗浄（専用機材によるクリーニング）
● 室内除菌・消臭（エバポレータ簡易洗浄付き）

※嘔吐等の特殊洗浄作業は別途ご請求

※エアコンフィルター交換代金は
　別途ご請求

車内の消臭・抗菌
エアコン洗浄

～

～

※ 上記価格は全て税別価格となっております。


