
軽自動車 ～2000ｃｃ　 ～3000cc 3001cc以上 軽自動車 ～2000cc ～3000cc 3001cc以上
0km～5万km以内 ¥20,400 ¥21,900 ¥22,400 ¥23,200 0km～5万km以内 ¥26,300 ¥29,800 ¥31,600 ¥32,900

～7万km以内 ¥21,200 ¥22,600 ¥23,700 ¥24,400 ～7万km以内 ¥30,200 ¥31,800 ¥34,000 ¥35,700
～10万kｍ以内 ¥26,800 ¥28,100 ¥32,600 ¥33,200 ～10万kｍ以内 ¥38,500 ¥40,300 ¥42,900 ¥44,100
～12万ｋｍ以内 ¥40,800 ¥42,200 ¥46,800 ¥48,300 ～12万ｋｍ以内 ¥53,500 ¥54,900 ¥62,800 ¥63,800

0km～5万km以内 ¥21,700 ¥22,400 ¥23,100 ¥24,000 0km～5万km以内 ¥27,200 ¥30,600 ¥32,400 ¥33,100
～7万km以内 ¥22,600 ¥23,700 ¥24,400 ¥25,000 ～7万km以内 ¥32,200 ¥34,200 ¥37,400 ¥38,400
～10万kｍ以内 ¥27,700 ¥28,200 ¥33,500 ¥33,500 ～10万kｍ以内 ¥47,700 ¥49,500 ¥50,500 ¥51,200
～12万ｋｍ以内 ¥45,100 ¥48,500 ¥52,000 ¥52,000 ～12万ｋｍ以内 ¥59,300 ¥65,000 ¥68,200 ¥71,700

0km～5万km以内 ¥25,800 ¥26,200 ¥27,300 ¥29,300 0km～5万km以内 ¥36,900 ¥40,600 ¥42,900 ¥43,400
～7万km以内 ¥26,600 ¥27,800 ¥29,200 ¥30,400 ～7万km以内 ¥42,300 ¥44,500 ¥47,200 ¥48,200
～10万kｍ以内 ¥36,400 ¥37,200 ¥38,500 ¥39,200 ～10万kｍ以内 ¥57,500 ¥59,200 ¥61,300 ¥63,700
～12万ｋｍ以内 ¥60,500 ¥67,800 ¥70,600 ¥73,500 ～12万ｋｍ以内 ¥80,100 ¥85,200 ¥95,000 ¥99,500

0km～5万km以内 ¥26,500 ¥27,300 ¥29,200 ¥31,800 0km～5万km以内 ¥49,200 ¥52,400 ¥53,800 ¥55,500
～7万km以内 ¥28,400 ¥29,000 ¥30,800 ¥32,200 ～7万km以内 ¥54,500 ¥58,800 ¥59,800 ¥60,100
～10万kｍ以内 ¥37,100 ¥37,700 ¥39,100 ¥41,600 ～10万kｍ以内 ¥60,000 ¥64,300 ¥66,100 ¥68,100
～12万ｋｍ以内 ¥62,000 ¥69,200 ¥72,200 ¥74,200 ～12万ｋｍ以内 ¥83,800 ¥87,500 ¥98,500 ¥107,500

0km～5万km以内 ¥44,600 ¥47,700 ¥53,800 ¥55,500 0km～5万km以内 ¥56,300 ¥59,200 ¥62,600 ¥63,500
～7万km以内 ¥51,500 ¥59,200 ¥60,500 ¥61,400 ～7万km以内 ¥64,600 ¥72,000 ¥77,400 ¥79,500
～10万kｍ以内 ¥60,300 ¥68,300 ¥72,600 ¥73,400 ～10万kｍ以内 ¥79,100 ¥85,700 ¥95,200 ¥100,800
～12万ｋｍ以内 ¥87,500 ¥96,700 ¥105,000 ¥109,000 ～12万ｋｍ以内 ¥115,500 ¥123,900 ¥140,000 ¥144,800

0km～5万km以内 ¥17,400 ¥18,100 ¥19,700 ¥20,300 0km～5万km以内 ¥21,800 ¥23,500 ¥24,900 ¥26,200
～7万km以内 ¥18,700 ¥19,400 ¥20,200 ¥20,900 ～7万km以内 ¥25,100 ¥26,000 ¥27,900 ¥28,200
～10万kｍ以内 ¥24,900 ¥25,700 ¥27,700 ¥28,700 ～10万kｍ以内 ¥32,100 ¥32,600 ¥33,900 ¥33,900
～12万ｋｍ以内 ¥27,600 ¥28,100 ¥29,600 ¥30,400 ～12万ｋｍ以内 ¥39,900 ¥40,100 ¥42,400 ¥43,800

0km～5万km以内 ¥17,800 ¥18,700 ¥20,400 ¥21,300 0km～5万km以内 ¥22,300 ¥24,100 ¥26,200 ¥26,700
～7万km以内 ¥19,200 ¥20,100 ¥21,000 ¥21,400 ～7万km以内 ¥25,600 ¥26,500 ¥29,100 ¥29,300
～10万kｍ以内 ¥26,200 ¥26,900 ¥29,100 ¥30,100 ～10万kｍ以内 ¥33,500 ¥33,700 ¥34,800 ¥35,400
～12万ｋｍ以内 ¥30,600 ¥31,300 ¥32,800 ¥34,700 ～12万ｋｍ以内 ¥39,900 ¥40,600 ¥42,700 ¥43,900

0km～5万km以内 ¥20,500 ¥20,900 ¥21,500 ¥22,200 0km～5万km以内 ¥26,300 ¥26,800 ¥29,800 ¥29,900
～7万km以内 ¥21,700 ¥22,200 ¥23,400 ¥24,600 ～7万km以内 ¥26,500 ¥27,500 ¥30,900 ¥31,000
～10万kｍ以内 ¥29,500 ¥31,800 ¥32,500 ¥34,100 ～10万kｍ以内 ¥45,800 ¥46,600 ¥48,600 ¥50,000
～12万ｋｍ以内 ¥32,700 ¥36,500 ¥40,600 ¥42,900 ～12万ｋｍ以内 ¥48,600 ¥50,400 ¥53,300 ¥56,000

0km～5万km以内 ¥22,900 ¥23,200 ¥24,100 ¥24,900 0km～5万km以内 ¥30,500 ¥33,500 ¥35,000 ¥35,500
～7万km以内 ¥23,800 ¥24,600 ¥25,000 ¥26,300 ～7万km以内 ¥38,500 ¥41,100 ¥43,500 ¥44,200
～10万kｍ以内 ¥31,100 ¥36,700 ¥38,800 ¥40,900 ～10万kｍ以内 ¥49,200 ¥53,600 ¥54,800 ¥55,300
～12万ｋｍ以内 ¥34,200 ¥38,900 ¥44,400 ¥45,200 ～12万ｋｍ以内 ¥56,000 ¥59,200 ¥63,800 ¥66,000

0km～5万km以内 ¥26,100 ¥26,600 ¥28,100 ¥30,800 0km～5万km以内 ¥33,800 ¥39,800 ¥42,500 ¥43,400
～7万km以内 ¥27,300 ¥28,600 ¥29,400 ¥31,500 ～7万km以内 ¥44,800 ¥47,500 ¥62,900 ¥64,800
～10万kｍ以内 ¥33,300 ¥38,200 ¥43,600 ¥46,000 ～10万kｍ以内 ¥55,400 ¥58,700 ¥67,700 ¥71,700
～12万ｋｍ以内 ¥38,100 ¥41,400 ¥46,800 ¥48,300 ～12万ｋｍ以内 ¥61,900 ¥67,300 ¥74,800 ¥89,500

0km～5万km以内 ¥14,000 ¥14,700 ¥14,900 ¥16,000
～7万km以内 ¥14,500 ¥15,000 ¥15,350 ¥17,300
～10万kｍ以内 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,850 ¥17,800
～12万ｋｍ以内 ¥17,300 ¥17,800 ¥18,200 ¥20,100

0km～5万km以内 ¥14,500 ¥15,200 ¥15,500 ¥16,500
～7万km以内 ¥15,000 ¥15,700 ¥16,000 ¥18,000
～10万kｍ以内 ¥18,000 ¥18,700 ¥19,000 ¥21,000
～12万ｋｍ以内 ¥20,000 ¥23,700 ¥24,000 ¥26,000

0km～5万km以内 ¥16,500 ¥16,700 ¥17,000 ¥18,000
～7万km以内 ¥17,000 ¥17,200 ¥17,500 ¥19,500
～10万kｍ以内 ¥20,400 ¥20,800 ¥21,100 ¥23,100
～12万ｋｍ以内 ¥27,400 ¥27,800 ¥28,100 ¥30,100

　※1　トラックは排気量4,500cc以下の車両がお申込み対象です。

シンプルプラン
１年

免責期間1ヶ月

初年度登録～６年以内

～１０年以内

～１２年以内

　なお、今後の故障発生率によりWEB等の事前連絡をもって、保証料金改定する場合がございますので、予めご了承ください。

～８年以内 ～８年以内

～１０年以内 ～１０年以内

～１２年以内 ～１２年以内

～１０年以内 ～１０年以内

～１２年以内 ～１２年以内

ベーシックプラン
1年

免責期間1ヶ月

初年度登録～４年以内

ベーシックプラン
２年

免責期間1ヶ月

初年度登録～４年以内

～６年以内 ～６年以内

申込時
走行距離条件

国産2年保証　排気量別　税抜価格

プレミアムプラン
１年

免責期間1ヶ月

初年度登録～４年以内

プレミアムプラン
２年

免責期間1ヶ月

初年度登録～４年以内

～６年以内 ～６年以内

～８年以内 ～８年以内

1年　プラン 年式条件
申込時

走行距離条件
国産1年保証　排気量別　税抜価格

2年　プラン 年式条件

オークネット保証 「国産車 1年保証・2年保証」プラン別 料金表（税抜） 2015年7月1日改定版

注意：プレミアムプランの免責0日は、A.I.S検査が必須となります。また名義変更日が保証開始日になりますが、故障・修理発生が

納車前の場合は、保証対象外となりますので、ご注意ください。

2年保証には「シンプルプラン」の設定がありませんので、ご注意ください。

プレミアム
追加料金

ベーシック
追加料金

シンプル
追加料金

お申込み時のオプション追加条件

ハイブリッド　オプション ¥7,000 ¥7 ,000 ‐
初年度登録から8年以内、
走行10万km以内

１・４ナンバー　オプション ¥7,000 ¥5 ,000 ¥5 ,000
１ナンバー：4,500cc未満のトラック
青・黒ナンバーは対象外

3年保証　オプション ¥25 ,000 ¥20 ,000 - 2年保証申込時のみ加入可能。

¥12,000 ¥12,000

¥10,000

¥30,000

¥12,000

¥25,000

¥10,000


