
中古車納車費用（名義変更含む）｜1BOX用

起点：名古屋市（川田自動車⇔各地域） 遠方からの中古車依頼に対応し、納車費用（名義変更含む）をご案内いたします。　　（税別）
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旭川 *旭川市 94,625円 秋田 横手市 101,625円 埼玉県 埼玉熊谷 秩父市 61,750円 福井 *福井市 49,500円 島根県 島根 益田市 80,500円 福岡北九州 *北九州市 73,250円

旭川 深川市 94,625円 秋田 湯沢市 102,375円 千葉 *千葉市 61,000円 福井 大野市 50,750円 岡山 *岡山市 62,500円 福岡北九州 行橋市 73,250円

旭川 士別市 95,250円 秋田 由利本荘市 100,000円 千葉 成田市 61,000円 福井 敦賀市 51,750円 岡山 備前市 60,125円 福岡筑豊 *田川市 74,000円

旭川 稚内市 106,625円 秋田 大館市 104,000円 千葉習志野 *船橋市 60,250円 福井 小浜市 54,875円 岡山 笠岡市 61,750円 福岡久留米 *久留米市 77,750円

旭川 天塩町 101,625円 秋田 能代市 102,375円 千葉袖ヶ浦 茂原市 64,875円 滋賀 *大津市 44,625円 岡山 津山市 65,750円 福岡久留米 柳川市 79,125円

旭川 枝幸町 101,625円 山形 *山形市 86,500円 千葉袖ヶ浦 *木更津市 66,500円 滋賀 高島市 48,500円 岡山 高梁市 62,500円 佐賀 *佐賀市 79,250円

札幌 *札幌市 87,250円 山形 新庄市 91,875円 千葉 香取市 62,625円 滋賀 彦根市 45,250円 岡山 真庭市 63,375円 佐賀 鳥栖市 79,875円

札幌 千歳市 87,250円 山形庄内 *鶴岡市 94,750円 東京品川 *千代田区 58,625円 滋賀 長浜市 48,500円 広島 *広島市 77,625円 佐賀 武雄市 80,625円

室蘭 苫小牧市 88,000円 山形 米沢市 90,375円 東京八王子 *八王子市 61,125円 京都 *京都市 47,625円 広島 庄原市 76,875円 佐賀 伊万里市 82,250円

札幌 小樽市 87,250円 福島 *福島市 76,000円 東京多摩 *府中市 61,125円 京都 宇治市 45,375円 広島 三次市 76,125円 長崎 *長崎市 86,750円

室蘭 *室蘭市 87,375円 福島 郡山市 81,375円 神奈川横浜 *横浜市 57,250円 京都 亀岡市 46,000円 広島 大竹市 73,625円 長崎佐世保 *佐世保市 83,000円

札幌 石見沢市 87,250円 福島 白河市 84,000円 神奈川相模 *厚木市 56,250円 京都 舞鶴市 50,750円 広島 東広島市 72,250円 長崎佐世保 平戸市 87,750円

旭川 富良野市 95,250円 福島 会津若松市 84,750円 神奈川湘南 *平塚市 56,250円 京都 福知山市 50,000円 広島 北広島町 76,875円 長崎佐世保 松浦市 86,000円

室蘭 浦河町 110,625円 福島 喜多方市 85,500円 神奈川横浜 横須賀市 58,000円 大阪なにわ *大阪市 50,375円 広島福山 *福山市 82,750円 長崎 島原市 91,500円

札幌 倶知安町 96,750円 福島いわき *いわき市 76,000円 神奈川湘南 小田原市 57,500円 大阪 *寝屋川市 50,375円 山口 *山口市 81,250円 熊本 *熊本市 86,000円

札幌 石狩市 87,250円 福島 南相馬市 79,875円 静岡 *静岡市 49,500円 大阪和泉 堺市 50,375円 山口 萩市 85,875円 熊本 山鹿市 86,625円

函館 *函館市 92,000円 茨城水戸 *水戸市 67,750円 静岡沼津 *沼津市 52,000円 大阪和泉 *岸和田市 50,375円 山口 下関市 81,875円 熊本 高森町 90,000円

函館 松前町 96,000円 茨城水戸 日立市 69,125円 静岡沼津 伊東市 55,000円 兵庫神戸 *神戸市 52,875円 山口 周南市 85,875円 熊本 八代市 87,375円

函館 長万部町 97,500円 茨城土浦 *土浦市 67,750円 静岡沼津 下田市 61,000円 兵庫姫路 *姫路市 55,000円 山口 岩国市 86,625円 熊本 水俣市 91,500円

釧路 *釧路市 94,125円 茨城土浦 下妻市 68,375円 静岡浜松 *浜松市 45,375円 兵庫姫路 加古川市 55,625円 徳島 *徳島市 69,250円 熊本 人吉市 91,500円

釧路 根室市 97,000円 茨城土浦 取手市 68,375円 静岡浜松 掛川市 46,000円 兵庫神戸 西脇市 55,125円 徳島 美馬市 73,875円 熊本 天草市 93,125円

帯広 *帯広市 97,625円 茨城水戸 鹿嶋市 70,000円 愛知名古屋 *名古屋市 兵庫姫路 宍粟市 56,375円 徳島 三好市 78,750円 大分 *大分市 79,000円

帯広 足寄町 98,250円 栃木宇都宮 *宇都宮市 71,625円 愛知小牧 *小牧市 兵庫姫路 豊岡市 81,250円 徳島 那賀町 78,750円 大分 杵築市 79,625円

北見 *北見市 97,625円 栃木佐野 *小山市 67,750円 愛知西三河 岡崎市 42,000円 兵庫姫路 朝来市 66,250円 徳島 牟岐町 78,750円 大分 佐伯市 82,875円

北見 網走市 98,250円 栃木宇都宮 矢板市 68,375円 愛知名古屋 *常滑市 40,625円 兵庫神戸 洲本市 67,000円 香川 *高松市 76,750円 大分 竹田市 82,875円

北見 紋別市 100,250円 群馬 前橋市 64,000円 愛知西三河 *豊田市 41,375円 奈良 *奈良市 53,375円 香川 東かがわ市 77,500円 大分 日田市 87,750円

青森 *青森市 97,000円 群馬 太田市 62,375円 愛知豊橋 *豊橋市 43,000円 奈良 五條市 51,750円 香川 坂出市 75,875円 大分 宇佐市 82,000円

青森 弘前市 100,000円 群馬 沼田市 63,250円 岐阜 *岐阜市 42,250円 奈良 宇陀市 58,875円 香川 観音寺市 78,375円 宮崎 *宮崎市 88,750円

青森 五所川原市 100,000円 山梨 *甲府市 58,000円 岐阜 大垣市 42,875円 奈良 天川市 62,250円 愛媛 *松山市 82,000円 宮崎 西都市 89,375円

青森八戸 *八戸市 94,000円 山梨 大月市 60,250円 岐阜飛騨 *高山市 48,750円 奈良 十津川村 66,000円 愛媛 西条市 81,125円 宮崎 日南市 92,625円

青森八戸 十和田市 94,625円 山梨 身延市 61,000円 岐阜 郡上市 48,500円 和歌山 *和歌山市 57,875円 愛媛 新居浜市 82,750円 宮崎 延岡市 95,000円

青森 むつ市 100,875円 長野 *長野市 61,750円 岐阜飛騨 下呂市 52,625円 和歌山 有田市 57,875円 愛媛 久万高原町 81,125円 宮崎 高千穂町 99,125円

岩手 *盛岡市 87,250円 長野 佐久市 64,750円 岐阜 瑞浪市 45,250円 和歌山 橋本市 60,250円 愛媛 宇和島市 88,500円 宮崎 都城市 93,375円

岩手 一関市 92,625円 長野松本 *松本市 58,000円 三重 *津市 43,875円 和歌山 田辺市 64,250円 愛媛 八幡浜市 85,125円 宮崎 えびの市 93,375円

岩手 北上市 91,125円 長野松本 大町市 61,875円 三重 四日市市 44,500円 和歌山 御坊市 61,125円 愛媛 愛南町 91,750円 鹿児島 *鹿児島市 89,250円

岩手 二戸市 92,625円 長野松本 飯田市 62,625円 三重 伊賀市 45,250円 和歌山 新宮市 86,625円 高知 *高知市 95,500円 鹿児島 枕崎市 93,125円

岩手 宮古市 96,000円 長野松本 伊那市 61,875円 三重 伊勢市 46,125円 和歌山 北山村 73,125円 高知 須崎市 81,250円 鹿児島 指宿市 93,125円

岩手 久慈市 96,000円 新潟 *新潟市 70,250円 三重 尾鷲市 50,250円 鳥取 *鳥取市 85,750円 高知 安芸市 81,250円 鹿児島 霧島市 89,750円

岩手 釜石市 96,000円 新潟 村上市 78,250円 富山 *富山市 53,500円 鳥取 倉吉市 64,000円 高知 室戸市 83,625円 鹿児島 薩摩川内市 92,250円

宮城 *仙台市 84,125円 新潟長岡 *長岡市 65,500円 富山 魚津市 54,125円 鳥取 米子市 71,750円 高知 四万十町 94,000円 鹿児島 出水市 93,125円

宮城 大崎市 85,000円 新潟長岡 十日町市 69,375円 富山 高岡市 54,125円 島根 *松江市 67,000円 高知 佐川町 87,750円 鹿児島 鹿屋市 93,875円

宮城 石巻市 85,250円 新潟長岡 上越市 72,500円 石川 *金沢市 52,000円 島根 出雲市 69,250円 高知 土佐町 87,750円 鹿児島 志布志市 96,250円

宮城 気仙沼市 92,250円 埼玉大宮 *さいたま市 59,375円 石川 小松市 52,625円 島根 大田市 77,375円 高知 四万十市 96,250円 沖縄 *那覇市 127,000円

宮城 白石市 85,000円 埼玉所沢 *鶴ヶ島市 59,375円 石川 七尾市 60,000円 島根 浜田市 79,000円 福岡 *福岡市 74,750円 沖縄 名護市 130,875円

秋田県 秋田 *秋田市 97,750円 埼玉熊谷 *熊谷市 60,125円 石川 輪島市 63,125円 島根 江津市 78,125円 福岡 宗像市 74,750円

株式会社川田自動車　整備工場
〒462-0011　愛知県名古屋市北区五反田町83番地

TEL：052-902-3167　FAX：052-902-3176
URL ： http://www.g-kawada.com

E-Mail ： information@g-kawada.com
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※表示価格は上記陸事での名義変更作業料金を含んだ納車費用となります。
※車庫証明等の費用は別途かかります。詳しくはお尋ねください。
※予備検・ライン通しの作業が必要な場合は表示価格に6,500円加算されます。
※上記都市名の前に「*」が付いている箇所につきましては、納車先の区町村により若干の加算・減算がありますので、詳しくはお尋ねください。
※表示価格は1BOXを対象とします。1BOX以外の納車料金につきましては、軽・乗用車納車費用をご確認ください。
※上記都市名以外の納車費用につきましては、お尋ねください。
※離島地区は上記料金に別途航送代が加算となります。
※地域によっては登録日の翌日以降、或いは翌営業日以降の納車となります。
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