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■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。■残価設定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。

がんばろう愛知これからも、この街で、一緒に。

期間中、ダイハツの小型乗用車の新車をご購入
いただき、 残価設定型クレジットをご利用のうえ、
ワンダフルパスポート(点検・整備パック)に
ご加入いただいたお客様に純正ナビ購入
クーポン100,000円分(税込110,000円分)を
プレゼントさせていただきます。

ロッキー・ブーン（ブーンシルク・ブーンスタイル）・トール（トールカスタム）
※残価設定型クレジット：支払い回数、ワンダフルパスポート：加入コースは問いません。
※期間中にご成約いただいた新車同時装着の新品ナビゲーションが対象です。
※ワンダフルパスポート各コースの詳細についてはスタッフまでお問い合せください。【NSZN-Y70D】【NSZN-Y70D】

7月▶9月 愛知県独自限定車

ロッキー G・ロッキー Premium対 象 車 種 期 間 2020年7月1日（水）～2020年9月末まで

9インチスタンダードメモリーナビ
（Wi-Fiセット）NSZN-Y70D
+安心ドラレコプラン B（前・後）
272,162円（税込）（消費税抜247,420円）

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 おトク!!

145,662円
メーカー希望
小売価格から
合計

（税込）

2,303,400円（税込）
消費税抜価格2,094,000円

合計価格

愛知県独自限定車
ロッキー選べる
ナビパック
適用で

304,062円（税込）消費税抜価格276,420円

Photo:ロッキー Premium 2WD
（ボディカラーのブラックマイカM〈X07〉×コンパーノレッド〈R75〉【XH7】は

メーカーオプションで77,000円高(消費税抜70,000円)）

■2020年7月1日（水）～2020年9月30日（水）までに、ご成約の上、2020年11月末までに登録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。■詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

+ =

9インチ
スタンダード
メモリーナビ
（Wi-Fiセット）
NSZN-Y70D

安心ドラレコプラン B
（前・後）

1

純正ナビ装着用
アップグレードパック2

●+

消費税抜価格1,950,000円

ロッキーPremium
2WD（CVT）

2,145,000円（税込）

例えば

メーカー希望小売価格 車両本体価格

対象車種

7月▶9月 愛知県独自限定車

タント X“セレクション”・タント Xターボ“セレクション”・タントカスタム X“セレクション”・タントカスタム RS“セレクション”対 象 車 種（2WD車が対象） 期 間 2020年7月1日（水）～2020年9月末まで

= 合計価格

愛知県独自限定車
タントセレクションナビパックの
適用で

消費税抜価格1,645,000円

車両本体価格 ワンプライス

タントカスタム RS
“セレクション”

例えば

1,809,500円（税込）

9インチスタイリッシュメモリーナビ NSZN-Y70DS＋
安心ドラレコプラン C（前・後）
255,332円（税込）（消費税抜232,120円）

71,500円（税込）（消費税抜65,000円）
〈メーカーオプション〉スマートパノラマパーキングパック

258,500円（税込）消費税抜価格235,000円

メーカー希望小売価格1,853,500円（税込）

独自限定車特別装備
（税込）326,832円 おトク!!

112,332円
メーカー希望
小売価格から
合計

（税込）

2,068,000円（税込）
●+
9インチスタイリッシュ
メモリーナビ NSZN-Y70DS1

スマートパノラマ
パーキングパック
（駐車支援システム）

2

安心ドラレコプラン C（前・後）

おトク!!
68,332円（税込）

Photo:
タントカスタム RS“セレクション”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(消費税抜70,000円)）

■2020年7月1日（水）～2020年9月30日（水）までに、ご成約の上、2020年11月末までに登録(届出)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。■詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

消費税抜価格
1,880,000円

+

■対象車種：タント・タント カスタム・ムーヴ キャンバス・ウェイク・ミラ イース・ミラ トコット・ムーヴ・ムーヴ カスタム・キャスト・アトレーワゴン・コペン■対象期間：2020年7月～9月末までに対象車種の新車をワンダフルクレジット(ワンダフルツインを含む)でご成約のうえ､2020年11月末日までに､
登録(届出)いただいた方が対象です。■このキャンペーンは､ワンダフルクレジット・ワンダフルツインが対象となります。■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。■ワンダフルクレジットのお支払いは37/49/61回､ワンダフルツインは2回払いとなります(回数によって最終お支
払い額､走行距離条件が異なります）■クレジット終了時の条件等についてはスタッフへお問い合わせください。■ご成約にあたっては､所定のクレジット会社の審査が必要となります。審査の結果､お受けできない場合があります。■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。■設定残価は､車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。■ご購入いただいた店舗に車両をご返却の上､新車にお乗り換えの場合(※1)､およびご購入いただいた店舗にご返却の場合(※２)､残価分のお支払いは不要ですが､車両状態が
事前に定められた規定外である場合には､別途精算金をいただきます。■最終回でお買い上げ(現金決裁・再分割)をご選択された場合､最終回のお支払額(残価)を含めたお支払い合計額は､一般的なローンの方が軽くなる場合があります。■お買い上げの際に再分割も選択できます(※3)､その際には別途
条件があります。■お支払いについてはこの他に様々なプランが設定できます。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

※

※残価保証は車両状態が事前に定めた条件を満たしている場合に限ります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

半期に
　　一度の

（税込）226,776円 消費税抜価格
206,160円

9インチスタイリッシュメモリーナビを装着の場合2

※ナビゲーションについて詳しくはスタッフまでお問い合わせください。※クロムプラン、マッドプラン、チルアウトプランよりご選択いただけます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

9インチ
スタイリッシュ
メモリーナビ

NSZN-Y70DS

標準プラン
（Wi-Fiセット）

3つのスタイルプランから1つプランをお選びください!1 残価設定型クレジットのご利用3
2回払い
ワンダフル
ツイン

37回払い
ワンダフル
クレジット

61回払い
ワンダフル
クレジット

●設定残価は、車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。●ご購入いた
だいた店舗に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合、およびご購入いただ
いた店舗にご返却の場合、残価分のお支払いは不要ですが、車両状態が事前に定
められた規定外である場合には、別途精算金をいただきます。●最終回でお買い
上げ（現金決済・再分割）をご選択された場合、最終回のお支払額（残価）を含め
たお支払合計額は、一般的なローンの方が軽くなる場合があります。●お買い上げ
の際に再分割も選択できます、その際には、別途条件があります。●ご契約にはク
レジット会社が定める所定の審査がございます。その結果によっては、ご希望に添
えない場合がございます。詳しくはスタッフまでお問合せください。

フロントアンダー
ガーニッシュ（金属調）

フードガーニッシュ
（メッキ）

バックドアガーニッシュ
（メッキ）

30,756円（税込）
消費税抜価格 27,960円

フォグランプ
ガーニッシュ
（メッキ）

20,130円（税込）
消費税抜価格 18,300円メッキパック 41,316円 消費税抜価格 37,560円（税込）

メッキによる豪華な“クロムプラン” 92,202円特別
価格

＋

（税込）

～新型タフト発売記念特別セット～

フ ト
愛知県
限定
9月末までの
ご成約が対象

9インチ
大迫力画面

［消費税抜83,820円
（本体価格72,600円＋標準取付費11,220円）］

Photo:タフトG 2WD
（ボディカラーはレイクブルーM〈B87〉）

～条件をクリアして　　　   せよ～GET

1 2 1 3or＋ ＋ 1 2 3＋ ＋

タフトンぬいぐるみ
（大）プレゼント!!

1

キラコートプレゼント!!
35,000円ガラス系

樹脂コーティング
通常
価格 （税抜）

3つのスタイルプランから
1つプランをお選びいただくと

下記商品どちらか
プレゼント!!

W234mm×D230mm×H300mm

ウルトラグラス
コーティングNEX

スマート
フィニッシュ消費税込価格 38,500円

50,000円通常
価格 （税抜）

消費税込価格 55,000円

49,000円通常
価格 （税抜）

消費税込価格 53,900円

「タフトン」
キャンペーン

頭金0円
ボーナス月支払い無し

諸費用込み
３年間クレジット

※1

※3※2

取付工賃
16,500円（税込）を

別途
いただきます。

残価設定型クレジット専用プラン
残価設定型クレジットにてご契約いただく事を前提に、(※車両本体+ナビゲーション価格に)特別価格を設定したプランです。
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
該当した場合は、別途費用が発生する場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2020年モデル純正ワイドエントリーメモリーナビ
【NMZK-W70D】

★1：純正以外のナビゲーションを装着した場合、
　　 動作の保証はいたしかねます。字光式ナンバープレートは装着できません。

132万円メーカー希望小売価格
1,353,000円（税込）

車両本体価格 
ワンプライス
（消費税込）

オーディオレス仕様車
純正ナビ装着用

アップグレードパック★1
CVT（2WD）
軽自動車

1,538,406円

□頭金…………………………………………………
※税金（消費税除く）、保険料、登録などに伴う費用は別途申し受けます。
□割賦元金…………………………………
□初回お支払い額……………………………
□2回目以降お支払い額………………
□ボーナス月（7・12月）………………………………
□最終回（37回目）
　①新車にお乗換え……………………………………
　②お車をご返却………………………………………
　③お車を乗り続ける……………………

お支払い総額……………………………

0円

1,428,210円
28,406円

26,000×35回
0回

0円
0円

600,000円

37回払い 10月支払開始

26,000円
残価設定型
クレジット 3.5%実質

年率

月々

※1：頭金の設定も可能です。※2：ボーナス月お支払いの設定も可能です。※3：契約期間3年間（お支払い回数37回）※4：2020年モデルワイドエントリーメモリーナビ通常価格114,950円（税込）から取付工賃16,500円（税込）を差し引いた金額です。

+

=

期 間 2020年12月26日（土）までのご成約
対 象

26,000円

37回目(最終回) 

600,000円

3年後の
お支払いは…

（税込）

（税込）

月々

（税込）

1,336,500円（税込）
（消費税抜価格 1,215,000円）

合計価格（諸費用含む） メーカー希望小売価格から

（税込）131,450円
おトク！

合
計

0円通常価格

114,950円 98,450円
おトク！

※4
★

★取付工賃16,500円(税込)のみご負担いただきます。

（税込）

愛知県独自限定車

ミラ イース・ミラ トコット・ウェイク・新型タフト

残価設定型クレジット専用プランで2020年モデル純正ワイドエントリーメモリーナビ

ミラ イース ミラ トコット

ウェイク

Photo：タフト X 2WD
（ボディカラーは

サンドベージュM〈T34〉）
消費税抜価格1,200,000円

タフトX

※37回（3年）・2回（ワンダフルツイン：3年）のお支払いに限ります。

おトク!!
33,000円
メーカー希望
小売価格から

（税込）

詳しくは
こちらを
チェック!
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