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2021年3月31日（水）まで
※台数が無くなり次第終了となります。

※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。※タント・タントカスタムに装着の場
合、リヤカメラは車両のバックカメラを利用する為、
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27,500円（税込）、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）、
スマートパノラマパーキングパック99,000円（税込）
のいずれかの設定が必要となります。その他の車種
はスタッフまでお問い合わせください。

1,579,362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（61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……………………

400,000円
　
　

1,118,000円
11,762円

7,400×49回
33,000×10回

0円
0円

475,000円
61回払い

7,400円月
々

実質
年率

残価設定型
クレジット

1,922,308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（61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……………………

400,000円
　
　

1,437,000円
11,408円

8,100×49回
33,000×10回

0円
0円

784,000円
61回払い

8,100円月
々

実質
年率

残価設定型
クレジット

3月支払開始例 3月支払開始例

愛知ダイハツ 019
2021 3

■対象車種：タント・タントカスタム・ムーヴキャンバス・タフト・ミライースのスマートアシスト搭載車■対象期間：2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）までに対象車種の新車を残価設定型クレジット
(ワンダフルクレジット・ワンダフルツイン)でご成約の上、2021年5月31日（月）までに、届出いただいた方が対象です。■このキャンペーンは、残価設定型クレジット(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。

■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。



2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）まで

軽自動車 オーディオレス仕様車 CVT（2WD）

Photo：ムーヴ キャンバスX" メイクアップ リミテッド SA Ⅲ" ２WD
（ボディカラーのパールホワイトⅢ〈W24〉×ファインミントM〈G59〉【XE7】はメーカーオプションで66,000円高（消費税抜60,000円））

ムーヴキャンバス ワンプライス車のみ対象車種
（2WD車が対象）

期　間

1,474,000円（税込）
メーカー希望小売価格1,507,000円（税込）消費税抜価格1,370,000円

2021年モデル 
8インチスタンダードメモリーナビ
(NSZN-X71D)
＋安心ドラレコプラン（前・後）
228,646円（税込）（消費税抜207,860円）

+

165,000円（税込）消費税抜価格150,000円

消費税抜価格
1,340,000円

車両本体価格
ワンプライス

ムーヴ キャンバス X ”メイクアップ リミテッド SAⅢ”

=

例えば

例えば

96,646円
メーカー希望小売価格から

合計
（税込）

おトク!!
合計価格

愛知県独自限定車
ムーヴキャンバス
ナビパック21の
適用で

1,639,000円（税込）
消費税抜価格1,490,000円

おトク!!
63,646円（税込）

8インチ大迫力画面 ※グレードによって純正ナビ装着用アップグレードパック25,300円（税込）も選択可能です。
※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。

228,646円（税込）消費税抜207,860円

2021年モデル 8インチ
スタンダードメモリーナビ
(NSZN-X71D)
安心ドラレコプラン（前・後）

（フロント）

●+

■2020年12月1日(火)～2021年3月31日(水)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。■上記の金額は、8インチスタンダードメモリーナビ用クラスターパネルのカラーがホワイト/ファインミン
トの場合となります。■クラスターパネルの他のカラーをご選択いただく場合は、価格が異なります。■詳しくはスタッフへお問い合わせくだ さい。

スマートパノラマパーキングパック
（駐車支援システム）

99,000円（税込）（消費税抜90,000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。

264,132円（税込）（消費税抜240,120円）

2021年モデル 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 C（前・後）

NSZN-Y71DS

（フロント）

●+

1,837,000円（税込）
メーカー希望小売価格1,881,000円(税込)消費税抜価格1,710,000円

2021年モデル 
NSZN-Y71DS 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C（前・後）
264,132円（税込）（消費税抜240,120円）

99,000円（税込）（消費税抜90,000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

独自限定車特別装備

+

330,000円（税込）
消費税抜価格300,000円

消費税抜価格
1,670,000円

車両本体価格
ワンプライス

タントカスタム RS“スタイルセレクション”

軽自動車 オーディオレス仕様車 CVT（2WD） インタークーラーターボ

=

Photo:タントカスタムRS”スタイルセレクション” 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66,000円高(消費税抜60,000円）)

例えば

（税込）363,132円

おトク!!
33,132円（税込）

タント・タントカスタム（Lグレード・フレンドシップ車は除く）対象車種
（2WD車が対象）

77,132円
メーカー希望小売価格から

合計
（税込）

おトク!!
合計価格

愛知県独自限定車
タントナビパック21の
適用で

2,167,000円（税込）
消費税抜価格1,970,000円

2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）まで期　間

期　間

ロッキー G、ロッキー Premium

2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）まで

“スタイルセレクション”

安心
2

■2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）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。
■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27,500円(税込)・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)も選択可能です。■詳しくはス
タッフへお問い合わせください。

（フロント）

2,145,000円（税込）
+

消費税抜価格
1,950,000円

車両本体
価格

ロッキー Premium 2WD（CVT）

合計価格

愛知県独自限定車
ロッキー選べる
ナビパック21
（パナソニック）適用で

2,319,900円（税込）
消費税抜価格2,109,000円

例えば

おトク!!
135,784円

メーカー希望小売価格から
合計

（税込）

※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）、スマートパノラマパーキング
パック148,500円（消費税抜135,000円）のいずれかの
設定が必要となります。※4WD車はスマートパノラマ
パーキングパックの設定はございません。

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））

NSZN-Y71D 2021年モデル 9インチ
スタンダードメモリーナビ+安心ドラレコプラン B（前・後）
278,784円（税込）（消費税抜253,440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

310,684円（税込）消費税抜価格282,440円

2021年モデル 9インチスタンダードメモリーナビ
安心ドラレコプラン B（前・後）

NSZN-Y71D
●+

■2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）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。

（パノラマモニター）

※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。

※他車種での作動状況を示す画像です。※メーカーオプション
の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
が必要です。

（フロント）

2021年モデル 9インチスタンダードメモリーナビNSZN-Y71D 安心ドラレコプラン（前・後）+

2,046,000円（税込）消費税抜価格1,860,000円
車両本体
価格

274,142円（税込）（消費税抜249,220円）

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

愛知県独自限定車 
トール選べる
ナビパック21
（パナソニック）適用で

トール カスタム Gターボ 2WD（CVT）

2,215,400円（税込）
消費税抜価格2,014,000円

おトク!!
153,142円

メーカー希望
小売価格から
合計

（税込）

322,542円（税込）消費税抜価格293,220円
オプション
合計価格

2021年モデル 
9インチスタンダードメモリーナビ NSZN-Y71D+安心ドラレコプラン（前・後）

対象
車種

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

の2WD車のみ

Photo:トールカスタムGターボ 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））

期間 2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）まで

■2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）までに、ご成約いただくことを条件に割引いたします。■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。■詳しくはスタッフへお問い合わせください。

+

= 合計価格

安心
1

=

21年限定車ラインナップ!21年限定車ラインナップ!

12月▶3月
愛知県独自
限定車

12月▶3月
愛知県独自
限定車

12月▶3月
愛知県独自
限定車

｢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

オーディオレス仕様車

CVT（2WD）

インタークーラーターボ

1000cc小型乗用車

オーディオレス仕様車

CVT（2WD）

インタークーラーターボ

1000cc小型乗用車

12月▶3月
愛知県独自
限定車

対象車種

21

｢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

プレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン
純正用品100,000円分純正用品100,000円分

2021年2月1日（月）から3月31日（水）までのご成約
かつ5月31日（月）までの登録

ロッキー・トール・トールカスタム・
ブーン（ブーンスタイル、ブーンシルク）対象車種期　　間

ロッキーロッキー トール
カスタム
トール
カスタム

ブーン
スタイル
ブーン
スタイル

■2021年2月1日（月）～3月31日（水）までに、ロッキー、トール、トールカスタム、ブーン（ブーンスタイル、ブーンシルク）をご成約の上、2021
年5月31日（月）までに登録いただくことを条件に110,000円(税込)割引いたします。■新車と同時にご注文いただいた純正用品の金額が
110,000円（税込）に満たない場合は対象外となります。■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。■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。

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。


