
タイヤ保管の有効期限は初回ご契約日より１
年ごとの更新となります。 
タイヤ径が標準よりも大きい場合には１サイ
ズUPの保管料金となる場合があります。 
タイヤの保管は、毎年必ずスタッドレスに履
き替えるお客様のみとなります。履き替えを
行わない保管のみは承る事が出来ません。 

組み換えとは、ホイールに付いているタイヤ
を取り外して新しいタイヤへ交換する作業を
言います。 
履き替えとは、タイヤ付きのホイールから、
別のタイヤ付きのホイールへの履き替えを行
う作業を言います。 
税抜き価格 

Eternal Auto
表1

タイヤサイズ・車種 組み換え通常/1本 組み換え持込/1本 年間保管料/4本

軽自動車 ¥1,000 ¥2,000 ¥2,900

　軽自動車　RVタイプ ¥1,200 ¥2,400 ¥3,400

普通車　１６インチまで ¥1,600 ¥3,200 ¥3,400

　普通車　１７インチ ¥1,800 ¥3,600 ¥3,400

　普通車　１８～２０インチ ¥2,000 ¥4,000 ¥3,900

　普通車　２０インチ以上 ¥4,800

RV・SUV車　１７インチまで ¥1,800 ¥3,600 ¥3,900

　RV・SUV車　１８～２０インチ ¥2,000 ¥4,000 ¥4,800

　RV・SUV車　２０インチ以上 ¥5,800

タイヤ廃棄　１本につき ¥350~¥600 ¥500~¥900

　バルブ　１個につき ¥250 ¥250
タイヤ履き替え・ローテーション 
　スタッドレス⇔ノーマル ¥2,000 ＊全て税抜き価格
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タイヤ・ホイール当店お買い上げ価格　税込み

車種 タイヤサイズ 組み換え / 1本 タイヤ廃棄
タイヤ履き替え 
ローテーション

年間保管料金 
１台分

軽自動車　
通常タイプ ¥1,100 ¥440 ¥2,750 ¥3,850
RVタイプ ¥1,320 ¥440 ¥2,750 ¥4,400

普通車　

15インチまで ¥1,760 ¥440 ¥2,750 ¥4,400
16 ・17インチ ¥1,980 ¥550 ¥3,300 ¥5,500
18インチ ¥2,200 ¥550 ¥3,300 ¥5,500

19～20インチ ¥2,420 ¥605 ¥3,300 ¥6,050
21インチ以上 ¥660 ¥3,850 ¥6,600

RV・SUV車

17インチまで ¥1,980 ¥550 ¥3,850 ¥6,050
18インチ ¥2,200 ¥550 ¥3,850 ¥6,050

19～20インチ ¥2,420 ¥660 ¥4,400 ¥7,150
21インチ以上 ¥715 ¥4,400 ¥9,350
バルブ1個 ¥308 上記1台分 価格は税込み

タイヤの保管料金は初回ご契約日より1年毎
の更新となります 
タイヤ経が標準よりも大きい場合、1サイズ
UPの保管料金となります。ホイールのインチ
サイズよりタイヤ経が優先となります 
ノーマルとスタッドレスのタイヤ径が異なる
場合は大きい方のサイズが適用となります 
シーズン毎に必ず履き替えを行うお客様のみ
タイヤ保管サービスをご利用いただけます。

保管のみは承る事が出来ませんのでご了承下
さい。 
組み換えとは、ホイールに付いているタイヤ
を取り外して新しいタイヤに付け替える作業
を指します。 
持ち込みタイヤの組み換え価格及び廃棄価格
は上記とは異なります。 
タイヤ履き替えとは、ホイールに装着されて
いるスタッドレスタイヤ⇔ノーマルタイヤの
交換の事を指します。 

ETERNAL AUTO



タイヤ保管の有効期限は初回ご契約日より１
年ごとの更新となります。 
タイヤ径が標準よりも大きい場合には１サイ
ズUPの保管料金となる場合があります。 
タイヤの保管は、毎年必ずスタッドレスに履
き替えるお客様のみとなります。履き替えを
行わない保管のみは承る事が出来ません。 

組み換えとは、ホイールに付いているタイヤ
を取り外して新しいタイヤへ交換する作業を
言います。 
履き替えとは、タイヤ付きのホイールから、
別のタイヤ付きのホイールへの履き替えを行
う作業を言います。 
税抜き価格 

Eternal Auto
表1

タイヤサイズ・車種 組み換え通常/1本 組み換え持込/1本 年間保管料/4本

軽自動車 ¥1,000 ¥2,000 ¥2,900

　軽自動車　RVタイプ ¥1,200 ¥2,400 ¥3,400

普通車　１６インチまで ¥1,600 ¥3,200 ¥3,400

　普通車　１７インチ ¥1,800 ¥3,600 ¥3,400

　普通車　１８～２０インチ ¥2,000 ¥4,000 ¥3,900

　普通車　２０インチ以上 ¥4,800

RV・SUV車　１７インチまで ¥1,800 ¥3,600 ¥3,900

　RV・SUV車　１８～２０インチ ¥2,000 ¥4,000 ¥4,800

　RV・SUV車　２０インチ以上 ¥5,800

タイヤ廃棄　１本につき ¥350~¥600 ¥500~¥900

　バルブ　１個につき ¥250 ¥250
タイヤ履き替え・ローテーション 
　スタッドレス⇔ノーマル ¥2,000 ＊全て税抜き価格
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タイヤ・ホイールお持ち込み価格　税込み

車種 タイヤサイズ 組み換え / 1本 タイヤ廃棄
タイヤ履き替え 
ローテーション

年間保管料金 
１台分

軽自動車　
通常タイプ ¥2,750 ¥550 ¥3,850 ¥3,850
RVタイプ ¥2,750 ¥550 ¥3,850 ¥4,400

普通車　

15インチまで ¥2,750 ¥550 ¥3,850 ¥4,400
16 ・17インチ ¥3,300 ¥660 ¥4,400 ¥5,500
18インチ ¥4,400 ¥660 ¥4,400 ¥5,500

19～20インチ ¥4,950 ¥715 ¥4,400 ¥6,050
21インチ以上 ¥770 ¥4,950 ¥6,600

RV・SUV車

17インチまで ¥3,300 ¥660 ¥4,950 ¥6,050
18インチ ¥4,400 ¥660 ¥4,950 ¥6,050

19～20インチ ¥4,950 ¥770 ¥5,500 ¥7,150
21インチ以上 ¥825 ¥5,500 ¥9,350
バルブ1個 ¥308 価格は税込み

タイヤの保管料金は初回ご契約日より1年毎
の更新となります 
タイヤ経が標準よりも大きい場合、1サイズ
UPの保管料金となります。ホイールのインチ
サイズよりタイヤ経が優先となります 
ノーマルとスタッドレスのタイヤ径が異なる
場合は大きい方のサイズが適用となります 
シーズン毎に必ず履き替えを行うお客様のみ
タイヤ保管サービスをご利用いただけます。

保管のみは承る事が出来ませんのでご了承下
さい。 
組み換えとは、ホイールに付いているタイヤ
を取り外して新しいタイヤに付け替える作業
を指します。 
持ち込みタイヤの組み換え価格及び廃棄価格
は上記とは異なります。 
タイヤ履き替えとは、ホイールに装着されて
いるスタッドレスタイヤ⇔ノーマルタイヤの
交換の事を指します。 
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