
日付 明細 走行距離 金額 ¥1,066,043

2011/8/12 納品日

2011/8/12 東芝ファイナンス　利息(5年）2016.8.12 ¥189,090

2011/8/29 フロントガラス交換 460km

（青山造園保険適用） 0

2011/9/23 興亜火災　自動車保険 ¥189,090

1年目\8,040 ¥96,480

2年目\7,630 ¥91,560

3年目\7,150 ¥85,800

2011/10/ ロゴ　ナビ工房 ¥10,000

2011/10/26 防水スプレー(カインズ500ｍｌ） ¥580

2011/12/25 スノートロッター\19,800-\3,000 ¥16,800

2011/12/25 オイル交換￥2980-￥500 3288km ¥2,480 ¥29,860
1年 2012/2/10 ETC車載器　合計￥15,855 ¥7,980

セットアップ ¥2,625

取り付け費 4399km ¥5,250

1897km 2012/3/9 オイル交換￥2980-\1366 5185km ¥1,614

2012/3/9 ドリンクホルダー2個\1196+\294 ¥1,490

2012/3/9 ＮＨ４５５３ﾎﾙﾂ　カラータッチ￥609-￥500 ¥109

4699km 2012/8/4 オイル交換￥2980+￥600 9884km ¥3,580

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥930-￥500 ¥430

傷けし３点セット オートバックス ¥898 ¥23,976
2年 4628km 2013/1/31 オイル交換￥2980+￥600 14512km ¥3,580

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥930-￥500 ¥430

2841km 2013/5/8 オイル交換￥2980+￥600 17353km ¥2,980

エアー2.4ＫＰＡ

2013/6/19 パンク修理 19383km ¥2,100

ブレーキランプ左右交換 ¥1,449

6563km 2013/11/6 オイル交換￥2980+￥600 23916km

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥930-￥500 ¥4,010

2013/12/24 バッテリーボッシュ55Ｂ19Ｌ 25995km ¥8,982

工賃 ¥525 ¥24,056
3年 7496km 2014/5/23 オイル交換￥3120+￥625 31412km

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥956-￥500 ¥4,010

2014/8/4.5 車検 ¥110,678

5901km 2014/10/18 オイル交換￥3120 37313km ¥3,120 117808
4年 4296km 2015/1/29 オイル交換￥3120＋625 41609km

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥956-￥500 ¥4,201

2015/1/29 シャンプー洗車＋下部 出光 ¥710

2015/4/27 前輪左脱輪　

興亜カーレス
キュー

7392km 2015/7/5 オイル交換￥3480 49001km

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥956-￥808 ¥4,734

5587km 2015/11/13 オイル交換￥4080 54588km
ﾌｨﾙﾀｰ交換￥1890

ブレーキランプ￥864

パンク修理\2,700 ¥9,534 19179

5年 2990km 2016/1/31 オイル交換￥2980 57578km ¥2,980

2016/8/ 車検 ¥106,196

¥5,997 8471km 2016/7/29 オイル交換￥4080 63059km ¥4,080

ﾌｨﾙﾀｰ交換￥=956+125 ¥1,081

ピットブレーキランプ16ＷＷｂ625 ¥540

年会費500　ウエット128Ｘ２　値引き500 ¥296 ¥115,173

6年 5730km 2017/1/20 オイル交換￥4080 68789km ¥3,480

　値引き500

6075km 2017/7/31 オイル交換￥4160 74864km ¥5,021

エレメント交換￥=956

自損事故追加（３等級下が

る・２回め事故は10万の免
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年会費540 　P値引き649 ¥8,501
7年 2018/1/26 タイヤ交換 78907km ¥62,000

5100km 2018/3/26 オイル交換￥3744 79964km

エレメント交換￥970 ¥4,714

2018/7/21 洗車 ¥1,200

2018/8/1 車検（バッテリー・ブレーキパット含む） ¥125,343

2018/7/31 車検（有）鈴木自動車

フロントディスクパット
ワイパ-ラバー　バッテ
リー交換

83325km ¥125,343

6069km 2018/12/1 オイル交換 86033km

エレメント交換 ¥5,580 ¥324,180

8年 2019/3/26 ポリマー洗車 ¥1,200

社内清掃　10分 ¥200 ¥1,400

9年 12279km 2020/2/29 オイル交換 ¥5,165 98312km ¥3,465

エレメント交換 ¥1,150

会員継続費 ¥550

3476km 2020/6/22 オイル交換 101788km ¥3,465

2020/7/3 右ウインカーランプ交換 102489km ¥810

2020/7/28 車検（有）鈴木自動車

103050km ¥109,890

2020/12/25 冬用タイヤ（一年保管） ¥90,500 ¥209,830
10年 2021/3/19 撥水洗車　お得セット ¥1,038

7178km ポリマー洗車 ¥1,200

2021/4/30 オイル交換 109667km

エレメント交換 ¥5,555

4627km 2021/9/13 オイル交換 114294km ¥3,850

ブレーキランプ後ろ両方交換（左が切れた） ¥1,100

2021/12/19 タイヤ交換 冬用タイヤ（一年保管） ¥8,400 ¥11,700

2021/12/28 撥水洗車　お得セット ¥300

撥水洗車 ¥738

2021/12/28 バッテリーボッシュ60B19L　オートバックスオリジナル ¥10,998

ワイパーゴム交換 ¥2,636 ¥39,115

11年 6726km 2022/3/25 オイル交換 121020km ¥3,550

2022/8/2 車検（有）鈴木自動車フロントディスクパット 124690km ¥98,740

3939km 2022/8/9 オイル交換 タイヤ空気圧確認 124959km

エレメント交換 ¥5,135

2022/11/1 （有）鈴木自動車
エンジントラブル
スパークプラグ取り換
え 128159km ¥45,540

¥152,965

合計金額 ¥1,718,063
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