
ご成約
期間 2021年10月1日（金）～2022年3月31日（木）まで 対象

車種
Lを除く新ロッキー全グレード
仕様書№N7新旧区分０

Photo:ロッキー Premium G HEV 2WD
（ボディカラーのブラックマイカM〈X07〉
×シャイニングホワイトパール〈W25〉
【XH3】はメーカーオプションで
77,000円高（税込）
（消費税抜70,000円））

■2021年10月1日(金)～2022年3月31日(木)までに、ご成約いただくことを条件に割引いたします。■ロッキー純正用品10万円分プレゼントキャンペーンとの併用は出来ません。■既にご成約済みの車両にさかのぼって適用
することはできません。■このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。■一部の店舗では実施していない場合がございます。■詳しくはスタッフへお問い合わせください。

2,516,400円（税込）
消費税抜価格2,287,636円

合計価格
ワンプライス

新ロッキーHEV
発売記念
特別価格

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック2
安心ドラレコプランA(前・後)9インチプレミアムメモリーナビ NMZL-Y72D2022年モデル1 ●+

2,347,000円（税込）
2022年モデル9インチプレミアムメモリーナビ NMZL-Y72D
+安心ドラレコプラン(A前・後)
288,684円（税込）（消費税抜262,440円（本体価格233,400円＋標準取付費29,040円)）
※アンテナ・パネル・ナビ・オーディオ取り付けキット等の構成品と標準取付費を含みます。

+

+
消費税抜価格
2133,636円

メーカー希望小売価格
車両本体価格

おトク!!
167,684円（税込）

48,400円（税込）（消費税抜44,000円）
〈メーカーオプション〉パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック

=

独自限定車特別装備
（税込）337,084円 消費税抜価格

154,000円

ロッキー Premium G HEV例えば

169,400円（税込）

新ロッキーHEV
発売記念限定車

C O L O R  
V A R I A T I O N レーザーブルークリスタルシャイン

〈B82〉★
ブラックマイカメタリック

〈X07〉
オフビートカーキメタリック

〈G55〉
ブライトシルバーメタリック

〈S28〉
シャイニングホワイトパール

〈W25〉★
トニコオレンジメタリック

〈R71〉

優れた燃費と発進性能、さらに静粛性を実現。D r i v i n g  
P e r f o r m a n c e

新ユニットのFR用CVTの採用により、
あらゆる走行性能を向上。

FR用CVT採用で、燃費・発進性能・静粛性UP。
（CVT車）

※

初！ ※軽キャブオーバーバン（FR車）、軽キャブトラック（FR車）として、初採用。
　2021年12月現在。ダイハツ工業（株）調べ。
　他社にも同時に初採用の車があります。

あらゆる性能を高めたハイゼット カーゴ・ハイゼット トラックの
走りの良さが仕事のパフォーマンスにつながります。

Photo：ハイゼット カーゴ デラックス(CVT)
ボディカラーはブライトシルバーメタリック〈S28〉
省力パックはメーカーオプションで60,500円高(消費税抜55,000円)

ハイゼット カーゴ デラックスハイゼット カーゴ デラックス
660cc〈2WD・CVT〉660cc〈2WD・CVT〉軽四輪貨物車

軽四輪貨物車

1,155,000円車両本体価格
ワンプライス
（消費税込み）

車両本体価格
ワンプライス
（消費税込み）

（消費税抜き価格 1,050,000円）

1,100,000円
（消費税抜き価格 1,000,000円）

メーカー希望小売価格
1,210,000円（消費税込み）から

55,000円お得！

メーカー希望小売価格
1,155,000円（消費税込み）から

55,000円お得！

660cc〈2WD・5MT〉660cc〈2WD・5MT〉

※その他のグレードは販売店へお問い合わせください

Photo：アトレー RS
ボディカラーは
トニコオレンジメタリック〈R71〉

1,617,000円
（消費税抜き価格 1,470,000円）

メーカー希望小売価格 
1,672,000円（消費税込み）から

55,000円お得！

オーディオレスオーディオレス

アトレーRSアトレーRS
660cc 〈2WD・CVT〉TURBO

軽四輪貨物車

車両本体価格
ワンプライス
（消費税込み）

Photo：
ハイゼット トラック エクストラ
ボディカラーはホワイト〈W19〉

オーディオレスオーディオレス

ハイゼット トラック エクストラハイゼット トラック エクストラ
660cc〈2WD・CVT〉660cc〈2WD・CVT〉

オーディオレスオーディオレス660cc〈2WD・5MT〉660cc〈2WD・5MT〉

軽四輪貨物車

軽四輪貨物車

1,122,000円
車両本体価格
ワンプライス
（消費税込み）

（消費税抜き価格 1,020,000円）

1,067,000円
（消費税抜き価格 970,000円）

メーカー希望小売価格
1,188,000円（消費税込み）から

66,000円お得！

メーカー希望小売価格
1,133,000円（消費税込み）から

66,000円お得！

※その他のグレードは販売店へお問い合わせください

ハイゼット トラック スタンダード（2WD・5MT）は車両本体価格ワンプライス（消費税込み） 913,000円

車両本体価格
ワンプライス
（消費税込み）

■写真はRS（2WD）。★メーカー希望オプション価格は、27,500円〈消費税抜き25,000円〉

おトク!!
167,684円

合計
（税込）

メーカー希望
小売価格から

軽乗用車全車種対象車種

2022年1月4(火)～2022年3月31日(木)期　　間

■2022年1月4日(火)～2022年3月31日(木)までに、軽乗用車の新車と用品33,000円(消費税込み)分以上をセットでご成約いただくことを条件に33,000円分(消費税込み)割引いたします。■既にご成
約済みの車両に遡って適用することはできません。■新車と同時にご注文いただいた用品の金額が33,000(消費税込み)に満たない場合は対象外となります。■このキャンペーンは予告なく終了する場合がご
ざいます。予めご了承ください。■一部の店舗では実施していない場合がございます。■一部の限定車等、対象外の車種がございます。詳しくはスタッフへお問い合わせください。

（税込33,000円）

クルーズターボ・クルーズに
メーカーオプション
(シャイニング
ホワイトパール＜W25＞は
クルーズターボ・クルーズ
専用色)

［クルーズターボ・クルーズ・デラックスにメーカーオプション］(シャイニングホワイトパール＜W25＞はクルーズターボ・クルーズ専用色)

メーカーオプションの選べるカラーパックは、グレードにより価格が異なります。クルーズターボ・クルーズ：22,000円(消費税抜き20,000円)シャイニングホワイトパールは33,000円(消費税抜き30,000円)デラックス：(消費税抜き30,000円)

C O L O R  
V A R I A T I O N

ファイアー
クォーツレッド
メタリック〈R67〉は
ジャンボ エクストラ
専用色です。

(ファイアークォーツレッド メタリック〈R67〉はジャンボエクストラ専用色)

メーカーオプションの選べるカラーパックは、グレードにより価格が異なります。ジャンボエクストラ・エクストラ：22,000円(消費税抜き20,000円)スタンダード：38,500円(消費税抜き35,000円) その他グレードについては、スタッフまでお問い合わせください。

■残価設定型クレジットのご契約には、所定の審査が必要です。審査の結果によってはご期待に添えない場合がございます。■残価設定型クレジットのお支払い終了後、車両返却をご選択いただい
た場合、車両状態、走行距離等別途規定に定める条件に該当する場合は、別途費用が発生する場合があります。クレジット会社の審査によっては、ご希望に沿えない場合がございます。詳しくはス
タッフまでお問い合わせください。■エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。■車両本体
価格は、スペアタイヤ（応急タイヤ）、スペアタイヤレス仕様車はタイヤパンク応急修理セット、タイヤ交換工具付の現金価格（消費税込）です。■オプションおよび取付費は車両本体価格には含まれておりま
せん。■保険料、税金（消費税は除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。※掲載の内容は予告なく変更する場合がござ
います。■セーフティ・サポートカーS（サポカーS）：経済産業省では、交通事故対策の一環として、自動ブレーキなどの先進安全技術を備えた車「セーフティ・サポートカーS（サポカーS）」の普及啓発に取り組ん
でおり、コンセプトを以下のように定義しています 。【ワイド】 自動ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置※１、車線逸脱警報※２、先進ライト※３■※１マニュアル車は除く。※２車線維持
支援装置でも可。※３自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯又は配光、可変型前照灯をいう。■衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）認定制度とは、運転者の安全運転を支援する機能を備えた「安全運転サ
ポート車（サポカー／サポカーS）」の普及啓発の一環として、走行中または停止中の車両に対する衝突被害軽減ブレーキ等が一定の性能を有していることを国土交通省が認定する制度です。詳しく
はスタッフまでお問い合わせください。■愛知ダイハツ株式会社では、グループ会社のインポート事業部にて、フォルクスワーゲン・アウディ・ベントレーの販売を行っております。

NEW NEW NEW NEW

ロッキーHEV

NEW
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〈メーカーオプション〉
パノラマモニター対応
純正ナビ装着用アップグレードパック

60,500円（税込）
（消費税抜55,000円）

9インチ大画面高画質HD液晶+ボイスコマンド
※字光式ナンバープレートは装着できません。※リヤは車両のバックカメラを使用します。※画像はイメージです。

※他車種での作動状況を示す画像です。
※画像はイメージです。

264,132円（税込）
（消費税抜240,120円）

2022モデル 9インチスタイリッシュ
メモリーナビ NMZN-Y72DS

（フロント）

安心ドラレコプランA（前・後）●+

1,457,500円（税込）
メーカー希望小売価格1,490,500円(税込)
消費税抜価格1,355,000円

2022年モデルNMZN-Y72DS 9インチスタイリッシュメモリーナビ＋安心ドラレコプランA（前・後）
264,132円（税込）（消費税抜240,120円）

消費税抜価格265,000円

消費税抜価格1,325,000円
車両本体価格
ワンプライス

タント X 2WD

軽自動車 オーディオレス仕様車 CVT（2WD）
Photo:タント X 2WD
(ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉は
メーカーオプションで27,500円高(消費税込み))

例えば

おトク!!
33,132円（税込）

｢つながる安心｣と｢快適・便利｣を
提供する新しいサービスです。

ダイハツコネクトは、クルマとスマートフォンをつないで
｢つながる安心｣と｢快適・便利｣を
提供する新しいサービスです。

ダイハツコネクトは、クルマとスマートフォンをつないで

安心
1

66,132円
メーカー希望小売価格から

合計
（税込）

おトク!!

愛知県独自限定車
タントナビパックプランの
適用で 1,749,000円（税込）

消費税抜価格1,590,000円

X

安心
2

ワンプライス合計価格

（パノラマモニター）

60,500円（税込）（消費税抜55,000円）
〈メーカーオプション〉 パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック

（税込）

※パネル等の構成品と標準取付費を含みます。

291,500円（税込）

タント・タントカスタム2WD車
(Lグレード・福祉車両は除く)

対象車種
（2WD車が対象）

期　間

愛知県
独自限定

車
11月～3月 愛知県

独自限定
車

11月～3月
愛知県
独自限定

車
11月～3月タ ン ト

■2021年11月1日(月)～2022年3月末までに、ご成約いただくことを条件に割引いたします。■既にご成約済みの車両にさかのぼって適用することはできません。
■このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。■一部の店舗では実施していない場合がございます。■詳しくはスタッフへお問い合わせください。

2022年モデル 9インチプレミアムメモリーナビNMZL-Y72D 安心ドラレコプラン（前・後）A+

（フロント）

（フロント）

※リヤカメラは、車両のバックカメラを利用するため、メーカーオプションの純正ナビ装着用アップ
グレードパック31,900円（消費税抜29,000円）、パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグ
レードパック48,400円（消費税抜44,000円）のいずれかの設定が必要となります。

トールカスタム G 2WD(CVT)例えば

31,900円(税込)
(消費税抜29,000円)
※他車種での作動状況を示す画像です。
※画像はイメージです。

〈メーカーオプション〉
純正ナビ装着用アップグレードパック

1,914,000円（税込）
2022年モデル9インチプレミアムメモリーナビ NMZL-Y72D+安心ドラレコプラン （前・後）A
284,042円（税込）
（消費税抜258,220円（本体価格230,500円＋標準取付費27,720円)）

消費税抜価格149,000円

消費税抜価格1,740,000円
メーカー希望小売価格
車両本体価格

おトク!!
152,042円（税込）

愛知県独自限定車
トール選べるナビパック
プラン適用で 2,077,900円（税込）

消費税抜価格1,889,000円

合計価格ワンプライス

31,900円（税込）（消費税抜29,000円）
〈メーカーオプション〉
純正ナビ装着用アップグレードパック

（税込）315,942円

※アンテナ・パネル・ナビ・オーディオ取り付けキット等の構成品と標準取付費を含みます。※アンテナ・パネル・ナビ・オーディオ取り付けキット等の構成品と標準取付費を含みます。

163,900円（税込）

152,042円
メーカー希望小売価格から

合計
（税込）

おトク!!

2021年11月1日（月）～
2022年3月末まで期　間

トールG・トールGターボ・
トールカスタムG・
トールカスタムGターボ

対象車種 の2WD車
のみ

Photo:トールカスタムG 2WD
(ボディカラーのブラックマイカM〈X07〉×
レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉

【XG3】はメーカーオプションで77,000円高
(消費税抜70,000円))

選べるナビパックプラン

■2021年11月1日(月)～2022年3月末までに、ご成約いただくことを条件に割引いたします。■ブーン・トール純正用品10万円分プレゼントキャンペーンとの併用は出
来ません。■既にご成約済みの車両にさかのぼって適用することはできません。■このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。■一部
の店舗では実施していない場合がございます。■詳しくはスタッフへお問い合わせください。

+

+

=

+

+

=

+

+

=

324,632円独自限定車特別装備 独自限定車特別装備

ナビパックプラン

7インチHD液晶画面
※字光式ナンバープレートは装着できません。※リヤは車両のバックカメラを使用します
。※画像はイメージです。

214,236円（税込）消費税抜194,760円

2022年モデル 7インチ
ワイドプレミアムメモリーナビ
(NMZL-W72D)

安心ドラレコプランA（前・後）●+

1,584,000円（税込）
メーカー希望小売価格1,628,000円（税込）消費税抜価格1,480,000円

消費税抜価格1,440,000円
車両本体価格
ワンプライス

愛知県独自限定車
ムーヴキャンバス
ナビパックプランの
適用で

ムーヴキャンバスＧ“メイクアップVS ＳＡⅢ”

軽自動車 オーディオレス仕様車 CVT（2WD）

1,738,000円（税込）
消費税抜価格1,580,000円

例えば

ムーヴキャンバス2WDワンプライス車
純正ナビ装着用アップグレードパック・パノラマモニター対応
純正ナビ装着用アップグレードパック付車に対応します。

対象車種
（2WD車が対象）

104,236円
メーカー希望
小売価格から
合計

（税込）

おトク!!

期　間

Photo:ムーヴキャンバスＧ“メイクアップVS ＳＡⅢ” 2WD（ボディカラーのパールホワイトⅢ〈W24〉×
ナチュラルベージュマイカM〈T32〉【XE9】はメーカーオプションで66,000円高（消費税抜60,000円））

消費税抜価格140,000円

GメイクアップVS
パノラマモニター対応
純正ナビ装着用
アップグレードパック標準装備

（パノラマモニター）

消費税抜価格140,000円

おトク!!
60,236円（税込）

（税込）214,236円

2022年モデルNMZL-W72D 7インチワイドプレミアムメモリーナビ
＋安心ドラレコプランA（前・後）

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック〈標準装備〉

※アンテナ・ナビ・オーディオ取付キット等の構成品と標準取付費を含みます。

■2021年11月1日(月)～2022年3月末までに、ご成約いただくことを条件に割引いたします。■既にご成約済みの車両にさかのぼって適用することはできません。
■このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。■一部の店舗では実施していない場合がございます。■詳しくはスタッフへお問い合わせ
ください。

ム ー ヴ キ ャ ン バ ス

ナビパックプラン

（消費税抜194,760円）

合計価格ワンプライス

愛知県独自限定車 ［11月～3月］

2022年モデル 2022年モデル ナビパックプラン ラインナップナビパックプラン ラインナップ

2021年11月1日（月）～2022年3月末まで
2021年11月1日（月）～2022年3月末まで

愛知ダイハツ愛知ダイハツ

■残価設定型クレジットのご契約には、所定の審査が必要です。審査の結果によってはご期待に添えない場合がございます。残価設定型クレジットのお支払い終了後、車両返却をご選択いただいた場合、車両状態、走行距離等別途規定に定める条件に該当する場合は、別途費用が発生する場合があります。クレジット会社の審査によっては、ご希望に沿えない場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。■エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳し
くはスタッフまでお問い合わせください。■車両本体価格は、スペアタイヤ（応急タイヤ）、スペアタイヤレス仕様車はタイヤパンク応急修理セット、タイヤ交換工具付の現金価格（消費税込）です。■オプションおよび取付費は車両本体価格には含まれておりません。■保険料、税金（消費税は除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。※掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。■セーフティ・サポートカーS（サポカーS）：経済産業省では、交通事故対策
の一環として、自動ブレーキなどの先進安全技術を備えた車「セーフティ・サポートカーS（サポカーS）」の普及啓発に取り組んでおり、コンセプトを以下のように定義しています 。【ワイド】 自動ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置※１、車線逸脱警報※２、先進ライト※３■※１マニュアル車は除く。※２車線維持支援装置でも可。※３自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯又は配光、可変型前照灯をいう。■衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）認定制度とは、運転者の安全運転を支援する機能を備えた「安全運転サポート車（サ
ポカー／サポカーS）」の普及啓発の一環として、走行中または停止中の車両に対する衝突被害軽減ブレーキ等が一定の性能を有していることを国土交通省が認定する制度です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。■愛知ダイハツ株式会社では、グループ会社のインポート事業部にて、フォルクスワーゲン・アウディ・ベントレーの販売を行っております。


