CHEROKEE

SERVICE
PROGRAMS

安心できるから、思う存分楽しめる。Jeepにはカーライフを支える豊富なサポートがあります。

基本プログラム

いつも安心
メーカー保証

1 年目 〜 3 年目

Warranty for You
標準付帯

Warranty for You Plus ［2年延長プラン］

3 年間または走行距離 60,000kmまでのメーカー基本保証

有償

新車登録より3年間（ただし積算走行距離60,000kmまで）
をカバーする、修理保証プログラム。
お客様のお車を構成する純正部品が原因で不具合（故障）が発生した場合、保証書に示す条件に従って無料で修理を承ります。

充実の延長保証でさらなる「安心」のプログラム

メーカー基本保証期間終了後、
メーカー基本保証とロードサービスを延長できるプログラム。
さらに2年間、

※新車登録から3 年に満たない場合でも、積算走行距離が 60,000kmを超えている場合、本プログラムのご契約はできません。

■ 主な保 証 部 位

万が一の時
いつでも大丈夫
ロードサービス

エアバッグ
エアコン コントロール

24h for You
標準付帯

点検・整備が
もっと気軽に

カーライフをサポートする安心のメンテナンス プログラム

ジープ正規ディーラーによる確かなメンテナンス、すべてに心強いサポートをお届けします。

■ 法 定 点 検 ：法令で定められている1年目、2年目の定期点検を実施
■ 定期交換部品：メーカー推奨定期交換部品を、定期点検時に交換
■ 加入料： 125,400円
（税込）

メンテナンス
サポート

ホイールケア

新車購入時に装着されていたホイールの損傷に対する
（期間中1回限り・1本のみ）
修理・交換費用を補償します。

（補償限度額：100,000円 − 自己負担額：10,000円）
■支払限度額： 90,000円（税込）

Tire Care

走りに安心を
その他の保証

有償

エンジン・コントロールユニット
トランスミッション・コントロールユニット

万一のトラブルに際してお車が動かなくなった場合、フリーダイヤルにご連絡いただければ現場での応急処置、車両の牽引、お車にお乗りの方の移動などを
一定の条件内で費用を負担することなく受けられるサービスです。

Maintenance for You
有償

パワーウィンドー
シートベルト
ドアミラー調整機構
ドアロック機構

3 年間、24 時間 365日 いつでもサポート

ジープ タイヤ補償サービス

Maintenance for You［1年〜3年目］

法定点検工賃

12ヶ月

24ヶ月

●

●

36ヶ月

期間中3回交換

有償

期間中2回交換

●
●

●

［補償サービス］

ホイールケア＊1

4 年目・5 年目も安心の延長メンテナンス プログラム

専任のテクニシャンによる点検と、純正パーツを用いる安心の延長メンテナンス プログラム。

＊1 ホイールが損傷した場合、新車購入時のホイールの修理・交換費用を保証（期間中1回、1本のみ）
※メンテナンスフォーユーの対象となっていない消耗品、油脂類の交換は有料となります。

タイヤパンク等損傷時、新車購入時の装着タイヤ4本までの、
新品のタイヤと交換費用＊2を2年間保証いたします。

■ 加入受付期間： 新車購入後 3ヶ月以内
■ 保証料： 13,200円（税込）
＊2 支払限度額90,000円
（税込）
（補償限度額100,000円 − 自己負担額10,000円）

FCAプレミアム プラス
ボディ補償

ガラス補償

タイヤ補償

車検付帯

車両の標準装備品。ただし、保証書の「保証対象とならない部品」に掲載された消耗部品、油脂類、ボディパーツ、
および内装品、別扱いの保証に示す部品を除きます。

保証限度額

保証期間内の修理費用累計（税込）で、新車販売時・車両本体価格（税抜）の70％までとなります。それを超過した
場合は有償修理となりワランティ フォー ユープラスは失効します。

保 証 期 間

基本保証期間終了後から２年間。

●保証内容は、メーカー基本保証に準じます。●保証対象は、ジープ正規ディーラーにて新車でご購入・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。●修理の際、保証対象外の部品交換や消耗品の交換が必要になった場合には、別途費用をご負担いただく場合がありま
２年間延長されますので引き続きご利
す。●新車ご購入・ご登録時から3 年間適用される、24 時間 365日の「 24h for You 」アシスタンスサービスも、
用いただけます。

■ 保証料
新車購入時
車検時

2年
2年

※初度登録日から3ヶ月以内加入
※初回車検前日まで加入

48ヶ月

136,400円（税込）
199,1 00 円（税込）

60ヶ月

●

エンジンオイル
オイルフィルター

期間中2回交換

エアクリーナーエレメント
ワイパー（左右・リア）
ウォッシャー液補充

■ 加入受付期間： 新車登録日から1 回目車検満了日前日まで
■ 加入料： 2.0L 63,800円
（税込） 2.4L 64,900円
（税込）

期間中１回１本交換

保証対象部位

法定点検工賃

■ 定期交換部品： メーカー推奨定期交換品を、定期点検時に交換

●

保証書記載の保証部位について、保証期間内に材質上あるいは製造上の理由により機能に影響を及ぼす不具合
が発生した場合、保証が適用されます。

［交換部品 + 交換工賃］

■ 法定点検： 法令で定められている４年目の定期点検を実施

●

●

保 証 内 容

Maintenance for You Plus［4年〜5年目］

Maintenance for You Plus

［交換部品 + 交換工賃］

エンジンオイル
オイルフィルター
ワイパー（左右・リア）
ブレーキフルード
エアコンフィルター
ウォッシャー液補充

4 年目 〜 5 年目

その先もご用意、延長プログラム

●
●
●

●

※メンテナンス フォー ユー プラスの対象となっていない消耗品、油脂類の交換は有料となります。

■加入条件：正規ディーラーで車検を実施いただいたお客様
※FCAジャパン株式会社の正規輸入車両に限る

無償

正規ディーラーで車検を実施いただいたお客様に2年間の安心をプラス。

■補償内容：ボディ、ガラス、タイヤの損害を補償（2年間、年度ごといずれか1回、合計2回）
※FCA自動車保険プラン（裏面参照）に無償付帯されるFCAプレミアム プラスも併用可能。

■補償期間：次回車検満了日までの2年間

※上記は、2020 年 7月現在の価格（消費税 10% 込）です。※上記金額は全て税込です。※各種プログラムの詳細につきましては、
ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。

FCA 自動車保険プラン

無償で
付帯

損害保険ジャパン株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

自動 車 保 険にオリジナルサービスを
プラスしたプランです。

あなたのカーライフに、ひとつ上の安心を。

FCAプレミアム プラス

オリジナルサービス

全てのジープオーナー様にボディ・ガラス・タイヤの補償を無償で付帯

いずれかの自動車保険

対人賠償
対物賠償
人身傷害
車両保険

ボディ補償

+

ガラス補償

落書きやいたずらによるボディへの
損害を補償します。

飛び石等の飛来物によるフロントガラス・
リアガラスへの損害を補償します。

■ 支払限度額：45,000 円（税込）

（補償限度額：50,000円 ー 自己負担額：5,000円）

■ 支払限度額：45,000 円（税込）

（補償限度額：50,000円 ー 自己負担額：5,000円）

タイヤ補償
タイヤがパンクした際の損害を
補償します。

■ 支払限度額：45,000 円（税込）

（補償限度額：50,000円 ー 自己負担額：5,000円）

※FCAプレミアム プラスのご利用は保険期間中、保険年度ごとに上記補償のいずれか1 回を限度とします。
※お車の修理は正規ディーラーで行うことが条件となります。
※事故発生時にFCA自動車保険プランが有効かつ被保険自動車がジープ車であることが条件
となります。
※詳細につきましては「 FCAプレミアム プラス約款」
をご確認ください。

新車提供サービス

（

新車ご購入で車両保険へ
ご加入の方へのサービス

）

オーナー様のJeep Cherokeeについて、事故により新車価格相当の保険金が支払われる場合に、
同一または同等クラスの新車を正規ディーラーよりご提供します。
※車両保険にご加入いただき、初度登録から1年以内に全損事故が発生し車両保険金が支払われる場合。
※車両新価特約または新車特約にご加入いただき、車両新価特約または新車特約に基づき保険金が支払われる場合。

（KL.2020.07.004.N）

