
価格表

全国メーカー希望小売価格

¥88,000メタリックカラー

メタリックカラーは、別途費用がかかります。オプション

グレード

2.0 TURBO 
スプリント 1,995

総排気量
（cc）

2,891

電子制御式8速オートマチック
右

トランスミッション形式
ハンドル位置

電子制御式8速オートマチック
右

¥17,670

リサイクル料金
（合計）

¥17,6702.9 V6 BI-TURBO 
クアドリフォリオ

¥4,600,000

全国メーカー
希望小売価格

2.0 TURBO 
ヴェローチェ 1,995電子制御式8速オートマチック

右

後輪駆動

駆動方式

後輪駆動

後輪駆動 ¥17,670¥5,980,000

¥11,740,000

＊1 輸送費および予備検査代として別途¥110,000がかかります。

＊1

ジュリア
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アフターサービス プログラム

2.0 TURBO スプリント
2.0 TURBO ヴェローチェ

延長保証 プログラム
アルファ ロメオ エクステンデッド ワランティー＊2

¥116,6002年新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

￥184,8002年車検時
※初回車検満了日まで加入

2.9 V6 BI-TURBO
クアドリフォリオ

¥156,2002年新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

￥242,0002年車検時
※初回車検満了日まで加入

ご加入時期グレード 延長年数 価格

＊2 保証内容は、メーカー基本保証に準じます。保証対象はアルファ ロメオ正規ディーラーにて新車ご購入、ご登録された車両となります。中古車は加入できない場合があります。
新車ご購入・ご登録時から3年間適用される、365日・24時間の「Road Service」も、2年間延長されますので、引き続きご利用いただけます。詳細につきましては、アルファ ロメオ
正規ディーラーまでお問い合わせください。

＊3 メンテナンス プログラムの対象となっていない消耗部品、油脂類の交換は有料となります。その他詳細はアルファ ロメオ正規ディーラーまでお問い合わせください。
＊4 3年目の車検整備費用は、法定24ヶ月点検費用および諸費用（検査 費用、検査代行費用、その他）を含みます。法定費用（自賠責保険料・自動車重量税・印紙代）は含みません。5年目の
車検は含みません。

＊5 タイヤパンク等の損傷時、新車購入時の装着タイヤ4本までの新品タイヤと交換費用を2年間保証いたします。［ただし支払限度額90,000円（税込）〈補償限度額１００，000円ー
自己負担額１０，０００円〉］

ジュリア全グレード ¥13,2002年
新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

タイヤ補償サービス
Tire Care＊5

ご加入時期グレード 適用期間 価格

  ※ マキシマム ケアは全車標準付帯　※ マキシマム ケア 5は3年目車検工賃＊4を含みます。

メンテナンス プログラム
マキシマム ケア＊3 / マキシマム ケア 5＊3 / マキシマム ケア 7＊3 / マキシマム ケア プラス＊3

グレード マキシマム ケア 5
（1年目～5年目）

マキシマム ケア 7
（6年目～7年目）

マキシマム ケア プラス
（4年目～5年目）

¥94,6002.0 TURBO スプリント
2.0 TURBO ヴェローチェ

¥162,8002.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ

¥73,700

¥107,800

¥260,700

¥381,700

  ※ 上記は2021年6月28日現在の価格（消費税込み）です。価格には、税金（消費税を除く）、登録諸費用、保険料等は含まれて
おりません。別途リサイクル料金が必要となります。限定車や仕様などの変更により、車両重量およびエアバッグ類の個数
に差異が生じた場合は、リサイクル料金が異なる場合があります。価格にはオプションの料金は含まれておりません。車両に
は、3年間または走行距離100,000kmまでのメーカー修理保証が付きます。価格および主要諸元、仕様等は、予告なく
変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。詳細および販売価格につきましては、アルファ ロメオ正規ディーラー
までお問い合わせください。



全国メーカー希望小売価格

価格表

グレード 総排気量
（cc）

トランスミッション形式
ハンドル位置 駆動方式 リサイクル料金

（合計）
全国メーカー
希望小売価格

ステルヴィオ

¥88,000　メタリックカラー

メタリックカラーは、別途費用がかかります。オプション

2.2 TURBO DIESEL Q4
スプリント    

2,142電子制御式8速オートマチック
右 4輪駆動 ¥18,530¥5,980,000

2.0 TURBO Q4 
ヴェローチェ 1,995電子制御式8速オートマチック

右 4輪駆動 ¥18,530¥7,200,000

＊1 輸送費および予備検査代として別途¥110,000がかかります。

2.9 V6 BI-TURBO
クアドリフォリオ 2,891電子制御式8速オートマチック

右 4輪駆動 ¥18,530¥12,320,000
＊1

2.2 TURBO DIESEL Q4 
ヴェローチェ 2,142電子制御式8速オートマチック

右 4輪駆動 ¥18,530¥6,870,000



アフターサービス プログラム

¥116,6002年新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

￥184,8002年車検時
※初回車検満了日まで加入

¥156,2002年新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

￥242,0002年車検時
※初回車検満了日まで加入

ご加入時期 延長年数 価格

＊2 保証内容は、メーカー基本保証に準じます。保証対象はアルファ ロメオ正規ディーラーにて新車ご購入、ご登録された車両となります。中古車は加入できない場合があります。
新車ご購入・ご登録時から3年間適用される、365日・24時間の「Road Service」も、2年間延長されますので、引き続きご利用いただけます。詳細につきましては、アルファ ロメオ
正規ディーラーまでお問い合わせください。

＊3 メンテナンス プログラムの対象となっていない消耗部品、油脂類の交換は有料となります。その他詳細はアルファ ロメオ正規ディーラーまでお問い合わせください。
＊4 3年目の車検整備費用は、法定24ヶ月点検費用および諸費用（検査 費用、検査代行費用、その他）を含みます。法定費用（自賠責保険料・自動車重量税・印紙代）は含みません。5年目の
車検は含みません。

＊5 タイヤパンク等の損傷時、新車購入時の装着タイヤ4本までの新品タイヤと交換費用を2年間保証いたします。［ただし支払限度額90,000円（税込）〈補償限度額１００，000円ー
自己負担額１０，０００円〉］

  ※ マキシマム ケアは全車標準付帯　※ マキシマム ケア 5は3年目車検工賃＊4を含みます。

2.2 TURBO DIESEL Q4 スプリント
2.2 TURBO DIESEL Q4 ヴェローチェ
2.0 TURBO Q4 ヴェローチェ

延長保証 プログラム
アルファ ロメオ エクステンデッド ワランティー＊2

2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ

グレード

ステルヴィオ全グレード ¥13,2002年
新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

タイヤ補償サービス
Tire Care＊5

ご加入時期グレード 適用期間 価格

メンテナンス プログラム
マキシマム ケア＊3 / マキシマム ケア 5＊3 / マキシマム ケア 7＊3 / マキシマム ケア プラス＊3

マキシマム ケア 5
（1年目～5年目）

マキシマム ケア 7
（6年目～7年目）

マキシマム ケア プラス
（4年目～5年目）

￥104,5002.2 TURBO DIESEL Q4 スプリント
2.2 TURBO DIESEL Q4 ヴェローチェ

¥171,6002.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ

¥102,3002.0 TURBO Q4 ヴェローチェ

￥114,400

¥111,100

¥77,000

￥308,000

¥394,900

¥275,000

グレード
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  ※ 上記は2021年6月28日現在の価格（消費税込み）です。価格には、税金（消費税を除く）、登録諸費用、保険料等は含まれて
おりません。別途リサイクル料金が必要となります。限定車や仕様などの変更により、車両重量およびエアバッグ類の個数に
差異が生じた場合は、リサイクル料金が異なる場合があります。価格にはオプションの料金は含まれておりません。車両には、
3年間または走行距離100,000kmまでのメーカー修理保証が付きます。価格および主要諸元、仕様等は、予告なく変更
される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。詳細および販売価格につきましては、アルファ ロメオ正規ディーラーまで
お問い合わせください。



価格表

ジュリエッタ

全国メーカー小売希望価格

グレード

ヴェローチェ
1750 TBI

Alfa TCT
（6速乾式ツインクラッチトランスミッションATモード付き）

 右

トランスミッション形式
ハンドル位置

¥14,180

リサイクル料金
（合計）

1,742

総排気量
（cc）

前輪駆動

駆動方式

¥3,990,000
（¥3,627,273）

全国メーカー希望小売価格
（ ）内は税抜価格

アフターサービス プログラム

  ＊1 プログラムの対象となっていない消耗部品、油脂類の交換は有料となります。その他詳細はアルファ ロメオ正規ディーラーまでお問い合わせください。

メンテナンス プログラム
マキシマム ケア＊1 / マキシマム ケア プラス＊1 / マキシマム ケア 7＊1 

グレード マキシマム ケア マキシマム ケア プラス マキシマム ケア 7

価格（ ）内は税抜価格

￥79,200  （￥72,000）￥95,700  （￥87,000）￥128,700  （￥117,000）ヴェローチェ 1750 TBI
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  ※ 上記は2021年1月現在の消費税10%込・消費税抜価格です。価格には、税金（消費税を除く）、登録諸費用、保険料等は
含まれておりません。別途リサイクル料金が必要となります。限定車や仕様などの変更により、車両重量およびエアバッグ類
の個数に差異が生じた場合は、リサイクル料金が異なる場合があります。価格にはオプションの料金は含まれておりません。
車両には、3年間または走行距離100,000kmまでのメーカー修理保証が付きます。価格および主要諸元、仕様等は、予告
なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。詳細および販売価格につきましては、アルファ ロメオ正規
ディーラーまでお問い合わせください。

アフターサービス プログラム

＊2 保証内容は、メーカー基本保証に準じます。保証対象はアルファ ロメオ正規ディーラーにて新車ご購入、ご登録された車両となります。中古車は加入できない場合があります。新車ご購入・
ご登録時から3年間適用される、365日・24時間の「Road Service」も、2年間延長されますので、引き続きご利用いただけます。詳細につきましては、アルファ ロメオ正規ディーラーまで
お問い合わせください。

＊3 タイヤパンク等の損傷時、新車購入時の装着タイヤ4本までの新品タイヤと交換費用を2年間保証いたします。［ただし支払限度額90,000円（税込）〈補償限度額１００，000円ー
自己負担額１０，０００円〉］

ヴェローチェ 1750 TBI

延長保証 プログラム
アルファ ロメオ エクステンデッド ワランティー＊2

¥104,500  （¥95,000）2年新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

￥165,000（¥150,000）2年車検時
※初回車検満了日まで加入

ご加入時期グレード 延長年数 価格（ ）内は税抜価格

ヴェローチェ 1750 TBI ¥13,200  （¥12,000）2年
新車購入時
※初度登録日から3ヶ月以内加入

タイヤ補償サービス
Tire Care＊3

ご加入時期グレード 適用期間 価格（ ）内は税抜価格


