中古車の契約まで
1.支払い総額について
車検の無い車は支払総額に車検代金は含まれていますが、車検が切れたばかりの車は車検込みの
見積書が新しく出来てからの支払総額料金となります。
整備は自社整備で支払総額(税込)＋ナンバー変更代金＋他県の場合は基本的な納車方法として、
他県陸送納車費用と名義変更登録費用が必要です。
支払い総額は、車庫証明を除く込み金額になっていますが、宮城ナンバー以外の地域は名義変更
や車庫証明の料金が別に掛ります。
普通車の契約の場合は、車庫証明が許可おりたら、残金を支払ってもらい、もし残金を納車時払
いにする場合は、所有権を J・CLICK の名義に使用者を購入者にしてもらってください。後日残
金の支払いで、所有権を購入者に変更する申し出があった場合は、所有権解除料金の契約書に記載
された金額を購入者に支払ってもらってから名義変更してください。
なるべく地元に近い地域から料金はサービスしますが、一般的な金額ですが、車庫証明は地域に
もよりますが約 15.000 円前後です。名義変更は地域にもよりますが約 15.000 円以上です。
どうしても安く済ませたい場合は、軽自動車のみ対応できる方法ですが、こちらに支払い総額を
全額振り込んでいただき、こちらで確認が取れ次第に名義変更書類を一式お客様に郵送しますので、
その書類で名義変更と税止めして、登録しナンバーを持参し引き取り可能です。
こちらでは状態を電話で説明することはできませんので、スタッフの状態説明についてはミスが
あっても責任持てませんので、現車確認後の購入をお勧めします。
軽自動車は封印がいらないので書類のみで名義変更可能です。
普通車も仮ナンバーでの引き取りは封印がないので対応可能です。
2．整備について
車検整備の整備は自社整備になり、納車整備は別料金で、その他整備はありません。
基本的に現状渡しで、契約までに約束した事以外は対応できません。
中古車の消耗品は補償はありません。納車後の整備は別途料金が必要になります。その他 HP の
車なんでも相談 Q&A をご確認ください。
3. 保証について
納車後の保証は有償保証になり、無償保証については別途契約が必要で当社の保証書が必要です。
保証書を購入したい場合は購入前までにお知らせください。
保証書が無い場合でも有料修理は可能です。当店で対応できない場合は安い整備工場もご紹介で
きます。
お客様 Q&A もご確認ください。
http://jclick.info/jcc/Jclickokyakuqa.pdf

4．納車までの期間
県内で名義変更日数は、必要書類が全て揃ってから 5 営業日以上です。県外は 3 週間以上です。
お急ぎの場合は、6．お持ち帰りご検討ください。
4-2．陸送納車について
ご来店できないお客様は陸送することになりますが、中古車の輸送は料金が高いので、ご来店可
能なお客様の方がお安くなると思います。
陸送する場合ですが、陸送は依頼して名変だけお客様でするという場合は次項の 5．と同じ扱い
になります。
当店で忙しく陸送できない場合があるので、見積もりはお客様で業者に依頼することも可能です。
6．お持ち帰り
宮城ナンバー地域以外で軽自動車の場合は書類だけ持ち帰り後日、名変と税止めしナンバーを取
り付ければ引き渡し可能で、陸送又は名義変更代金を差し引けます。
6-2．即日納車希望
即日納車でお客様が名変する場合は、契約者本人の免許証のコピーと保証人の免許証と連絡先と
捺印が必要で、問題ないか審査させていただきます。
2 週間以内に名義変更できなければ、お車は当店に返却させていただきますが、遅延ペナルティ
料金として支払金額の全額をお支払いいただき、返金できません。
陸送納車無しで、車検付きの中古車を現車確認当日に、そのままお持ち帰りいただく場合は、下
記金額の預かり金が必要です。
名義変更後お振込みにて返金いたします。
変更をしないとこちらに自動車税が所有者に掛りますので防止策です。

7.200 円×2+保証金＝ 45,000 円
上記金額で現金支払いの場合に、おつりが 5.000 円必要な場合は、預り金は 50.000 円
普通自動車 （基本的に別世帯保証人が必要）
乗用車総排気量 １リットル以下
29,500 円ｘ2＋保証金＝ 90.000 円
総排気量 1 リットル超 1.5 リットル以下
34,500 円ｘ2＋保証金＝100.000 円
総排気量 1.5 リットル超 2 リットル以下
39,500 円ｘ2＋保証金＝110.000 円
総排気量 2 リットル超 2.5 リットル以下
45,000 円ｘ2＋保証金＝120.000 円
総排気量 2.5 リットル超 3 リットル以下
51,000 円ｘ2＋保証金＝130.000 円
総排気量 3 リットル超 3.5 リットル以下
58,000 円ｘ2＋保証金＝140.000 円
総排気量 3.5 リットル超 4 リットル以下
66,500 円ｘ2＋保証金＝170.000 円
総排気量 4 リットル超 4.5 リットル以下
76,500 円ｘ2＋保証金＝190.000 円

総排気量 4.5 リットル超 6 リットル以下
88,000 円ｘ2＋保証金＝210.000 円
総排気量 6 リットル超
111,000 円ｘ2＋保証金＝250.000 円
上記以上は別見積り。
※状況や審査内容により、お持ち帰りできない場合があります。
県外のお客様が名変する場合は、必ず税止めしてください。

6．お知らせについて
気になるお客様は是非お気に入りに追加してください。詳しい情報や格安仕入れ情報やイベント
やキャンペーンもお知らせできます。
カーセンサー雑誌又は中古車情報/Carsensor.net からも確認できます。
7．業販について（業販で特別値引き等はしていません）
車検無しの車（車検整備無）を、契約後にご自身で車検取得した業者は業販可能です。
ご自分で名義変更や車庫証明又は、車検取得が可能な方は業販扱いでも対応可能です。
業販の場合はナンバー無しで本体価格＋消費税＋リサイクル料金でのお支払いになります。
ナンバーはありませんので仮ナンバー又はレンタル等のキャリアカーでお車をお引き取りくだ
さい。
車検が残っている車は、支払い総額＋預かり金のお支払いになります。抹消渡しの場合は、この
金額に更に抹消手数料がかかります。
8．契約必要な物（県外の方は基本的に全額です）
軽自動車は個人の方は住民票、法人は法人の印鑑証明と実印。
FAX の場合は、印字ミスで登録できない場合があります。
普通車は印鑑証明と実印と車庫証明。
頭金は軽自動車 4 万円、普通車 8 万円以上、50 万円を超える場合は支払総額の 1/3 以上。
軽自動車の前金は印紙を二重にはらないように 5 万円以上はもらわない事。
下取りや買取り、廃車のお車は、車検証の名義が本人以外の場合は、名義変更必要書類を揃えて
からお車と一緒に引き渡してください。

9．お支払い方法
カード決済
JCB AMEX ダ イ ナ ー ズ 銀 聯 カ ー ド DC カ ー ド (VISA/MASTER) UC カ ー ド
(VISA/MASTER)
アメリカンエキスプレスカード UFJ カード MUFG カード NICOS カ
ード ディスカバーカード UC カード ダイナーズクラブカード セゾンカード

銀行振込
ゆうちょ銀行

ジャパンネットバンク 楽天銀行

オートローン
ヤマトローン オリコ
※ローンやカード決済の場合は、納車まで 7～30 日位掛かります。
10．陸送代＋名義変更＋車庫証明代金が高いと思われる方へ
県外のお客様で陸送代金が高いと思われている方はお客さまにて、名義変更や車庫証明を取得し
ていただき、お客様が引き取りしていただければお安くなります。
但し車検のある車は名義変更まで預かり金を預かり 更に保証人が必要ですので HP にある
http://jclick.info/jcc/meihenazukari.pdf でご確認ください。名義変更後返金いたします。
軽自動車なら書類とナンバーをお客様に郵送で渡して、お客様が名義変更しそのナンバーをお持
ちいただければ、来店後ナンバーを付けそのままお持ち帰り可能ですが、その場合は支払総額全額
お振込みお願いします。県外のお客様が名変する場合は、必ず税止めしてください。
11．その他の料金について
整備料金 （部品代別）10 分 1.000 円
部品代
仕入料金＋送料＋社内手数料 30％又は 1,000 円どちらか金額の大きい方＋消費税
車庫証明(手数料を含む) 10.000 円＋交通費(1L=5km)
名義変更料金(宮城県外) 15.000 円~20.000 円
仙台ナンバー変更代金
軽自動車 3.000 円 普通車 7.000 円
希望ナンバー 15,000 円 ナンバー作成期間 3 週間
字光式ナンバー 15,000 円 ナンバー作成期間 3 週間 取付け工賃 15.000 円
定期点検 6 ヶ月 7.000 円 12 ヶ月 10.000 円 24 ヶ月 13.000 円
予備検査料金 30.000 円＋部品代金
板金料金 10 分 3.000 円＋塗料材料代金
アフターフォロー 軽自動車 30.000 円～ 普通車 50.000 円～
保証は社内見積もり作成料金で対応。
自社陸送 1．手数料＋距離
5.000 円＋1 ㎞単位 100 円追加
2．時速 40 ㎞以下の渋滞になる場合別料金 延長分 10 分 500 円追加
3．積み込みが困難な場合積み込み費用料金
4．崖や川などの災害派遣積み込み費用料金
中古車陸送名変代金
http://jclick.info/jcc/index14.html

10 分 2.000 円追加
③＋10 分 2.000 円追加

車なんでも Q＆A もご確認ください。
http://jclick.info/jcc/Jclickokyakuqa.pdf
車検の無い車は自賠責保険を掛け役所で仮ナンバーにてお引きすればお安くなります。
自賠責は車検を受ける車は必要なので、車検を受ける予定があれば必要な事なので無駄にはなりま
せん。
自賠責は余裕をもって 2 年車検の場合 25 ヶ月以上加入してください。
当店でも加入手続き可能です。
契約まで掛る費用は下記の通り見積もり明細一覧で金額は詳細金額は中古車により違います。

諸費用

検査登録代行費用

0円

車庫証明代行費用

0円

納車点検費用

0円

納車費用

0円

車検整備費用

0円

保証費用

0円

書類作成代行費用

0円

下取車諸手続き代行費用

0円

自賠責未経過相当額

0円

自動車税未経過相当額

0円

査定料

0円

計

0円

消費税

0円

合計

0円

取得税

0円

自動車税

0円

自賠責
法定費
重量税
用
印紙代

合計

0円
0円
0円

ナンバー代

0円

計

0円

諸費用計

0円

法定費用計

0円

リサイクル計

0円

合計

0円

その他に陸送代金や預かり金が掛る場合があります。

J・CLICK 株式会社
〒981-0301
宮城県東松島市牛網字中村松４６−４
TEL:0225-87-3990
http://jclick.info/jcc/

FAX：0225-90-3992

