
かしこい買い方3つのポイント！

■セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高年齢層の方に
　多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。
■詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.daihatsu.co.jp/sapo-car/

※特装車・ハイゼットカーゴ2シーターは除く

軽自動車

※価格は現行税率（10%）に基づく消費税込み価格です〈消費税非課税車除く〉。※メーカーオプション・ディーラーオプションは別途申し受けます。※保険料、税金（消費税除く）、登録に伴う諸費用等は別途申し受けます。詳しくはスタッフ
までお問い合わせください。

ワンダフルクレジット対象車ラインナップ
普通車

通常クレジット金利 6.8% ワンダフルクレジット金利実質
年率 2.9%実質

年率

携帯電話
公共料金
ガソリン代
ETC
スーパー
レストラン

合計

■ご利用明細例（1ヶ月分） たまった
ポイントが1.5倍に！ 上記プランに適用すると

ポイ
ント600 1.5倍×

10,000円
10,000円
10,000円
5,000円
15,000円
10,000円

60,000円
（600ポイント）

新車のクレジット期間中に、
DAIHATSU TS CUBIC CARDで
貯まったポイントを、毎月の
おクルマのクレジットお支払い額に
1ポイント=1.5円で充当。

900円を
月々のお支払いに

充当

※上記は毎月充当をご選択いただいた場合の一例です。月々のカードご利用金額により、キャッシュバックされる金額は変動します。
　ポイント楽バックには適用条件がございます。

DAIHATSU 
TS CUBIC
CARDを使おう

4,600円/月タント

7,400円/月ロッキー

ワンダフルクレジット お支払いプランの一例（3年37回払い）
◦車両本体価格（現金販売価格）
◦頭金
◦割賦元金
◦初回お支払い
◦2回目以降（29回）
◦ボーナス（12月×3回、7月×3回）

◦36回までのお支払い合計（A）
最終回（37回目）のお支払い
◦当社で新車にお乗り換え
◦お車をご返却
◦お乗り続ける（B）
◦お支払い総額（A＋B）

1,490,500円

タント X 
〈2WD、CVT、660cc〉
車両本体価格（消費税込）

2,347,000円

ロッキー Premium G HEV 
〈2WD、e-SMART HYBRID、1200cc〉
車両本体価格（消費税込）

766,635円

0円
0円

813,000円
1,579,635円

1,490,500円
300,000円
1,190,500円
7,135円
5,500円
50,000円

※お申し込みをいただいても審査の結果、お受けできない場合がございます。各商品には適用条件がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

❶小キズやパンクの保証付き※ ❷保険請求しにくい少額修理をサポート
❸自動車保険で対象外のタイヤパンクを保証

❶定期的にメンテナンスが受けられる ❷パッケージだから特別価格

※本保証の提供には一定の条件がございます。

毎
月
自
動
還
元

だ
か
ら
楽
々

月々のお支払いが
もっとお手軽に！

❶おクルマのクレジットと保険がセットになった長期の自動車保険
❷お手続きはキャッシュレスで便利
❸クルマと保険の問い合わせ窓口の一本化

2.9%実質年率

■割賦手数料率（実質年率）は2021年12月現在のものです。 ■掲載のプランは2022年1月お支払い開始の一例です。（月額は一例。お客様に合わせたお支払いプランを設定いただけます。）

ワンダフルクレジット お支払いプランの一例（5年61回払い）
◦車両本体価格（現金販売価格）
◦頭金
◦割賦元金
◦初回お支払い
◦2回目以降（49回）
◦ボーナス（12月×5回、7月×5回）

◦60回までのお支払い合計（A）
最終回（61回目）のお支払い
◦当社で新車にお乗り換え
◦お車をご返却
◦お乗り続ける（B）
◦お支払い総額（A＋B）

1,716,653円

0円
0円

853,000円
2,569,653円

2,347,000円
300,000円
2,047,000円
9,953円
8,300円

100,000円

岡山ダイハツ
おすすめプラン

5,500 8 3005,500 8,300円 2.9%実質年率 円

新車が買える!

月々のお支払いが抑えられて

その1

家計に無理な
負担がなく

携帯電話の契約のように
月々少しずつのお支払いで

新車に乗れます。

安心です！

その2

中古車相場が
下がっても

あらかじめ残価が決まっているので
安心して期間満了後の買い替えを
検討することができます。

とってもラクラクです！

その3

新車への
お乗り換えが

数年後のライフスタイルに
ぴったりの新車に乗ることが

できます。

例えば 月々例えば 月々

岡山ダイハツイチオシの
残価設定型クレジット!

%70
ご利用率

※2020年度における岡山ダイハツ
販売にて新車ご購入者の

割合です。

岡山ダイハツ みらい支店

※ ※

■車両本体価格にカラーオプション価格は含んでおりません。

スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライ
バーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との
距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライ
バーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状
況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。■このほか、
スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。■スマートアシストの詳細は販売会社にお問い合わせください。



●10年で2台の新車に乗ることが可能。
●保証が効いた車に乗り続けられます。

円合計1,480,000
+割賦手数料

車　両・・・・・1,200,000円（600,000円×2台）
車　検・・・・・・・200,000円（2回）
タイヤ・・・・・・・・・80,000円（2回） 10年間

のコスト

●3年ごとのお乗り換えなら車検を受けずに乗ることが可能。
●車検費用をお乗り換え時の頭金に充当できます。

円合計1,200,000
+割賦手数料

車　両・・・・1,200,000円（400,000円×3台）
車　検・・・・・・・・・・・・・0円
タイヤ・・・・・・・・・・・・・0円 9年間

のコスト

●乗り続けるとメンテナンスにかかる費用が増加します。
●新しい車に比べると、燃費や安全性能に差が出ます。

円合計1,480,000
+αのメンテナンス費用

車　両・・・・・1,000,000円
車　検・・・・・・・400,000円（4回）
タイヤ・・・・・・・・・80,000円（2回） 10年間

のコスト

円合計1,280,000
+割賦手数料

車　両・・・・・1,000,000円（500,000円×2台）
車　検・・・・・・・200,000円（2回）
タイヤ・・・・・・・・・80,000円（2回） 8年間

のコスト

▶車両本体価格の一部を、残価（最終回分のお支払い額）として据え置く
　ことで月々のお支払いが軽くなるクレジットです。
▶最終回分のお支払いは、「お乗り換え」「ご返却」「乗り続ける」
　の3つから選択。将来のライフスタイルの変化に対応できます。

「ワンダフルクレジット」とは？ 残価保証だと下取り価格が保証されているから安心！

※上記は一例です。 ※実際の価格とは異なります。 残価率は2022年2月現在。 ※保険料、税金、登録に伴う諸費用等は別途申し受けます。 ※お申し込みいただきましても、審査の結果お受けできない場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

※残価：最終回のお支払い保証額のことで、車両本体（税抜価格）に右記の残価率をかけたものです。

3年コース 37回 4年コース 49回 5年コース 61回

軽自動車

対象車種
残価率

4年コース3年コース 5年コース

60%60% 40%40%

50%50% 35%35%

60%60% 40%40%

普通車

福祉車両

ブーン

55%55% 40%40%トール・ロッキー

タントスローパー

アトレースローパー、
ハイゼットスローパー

50%50%

50%50%

軽貨物車
アトレー、ハイゼットトラック※、
ハイゼットカーゴ※
※特装車・ハイゼットカーゴ2シーターは除く

車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。下記を超える場合は差額を清算します。

【3年コース】外観・内装損傷5万円相当・走行距離4万キロ以内
【4年コース】外観・内装損傷5万円相当・走行距離5万キロ以内
【5年コース】外観・内装損傷7万円相当・走行距離6万キロ以内

ミライース、ミラトコット、キャスト、
タフト、ムーヴ、ムーヴキャンバス、
タント、ウェイク、コペン

最終回のお支払いはどのように
して決めればいいのですか？

前もって営業スタッフが最終回のお支払い
方法についてご案内いたしますので、
その際にご判断ください。
※「最終回意思確認書」に必要事項をご記入いただき、
　ご署名、ご捺印をご確認いただきます。 ※その他、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

Q3 車両保険に
入らないとダメ？

通常ローンと同様で、例えば全損事故を
起こした場合、車はなくなりローンだけが
残ってしまいますので、車両保険に加入
されることをおすすめいたします。

Q4

オプションはクレジットに
組み込めますか？

メーカー・ディーラーオプション共にクレジットに
組み込めます。但し、残価には反映されません。
※メーカーオプションのレスオプションのみ残価に反映されます。

Q1
途中で別の車に
乗りたくなったら？

最終回（残価）分も含めて清算していた
だければ、お乗り換えいただけます。
（通常クレジットの早期完済と同様）

Q2

Q&Aワンダフルクレジット

新車に代替
残価 最終回は残価のお支払い方法を選択

0 ※1

※2

1
おクルマを返却 円2

車両買取3 現金決済または
残価を再分割

月々のお支払い分
車両本体価格 ー 残価

割賦手数料・オプション等

ダイハツが残価保証

残価

※1：最終回のお支払いは、販売会社でダイハツの新車にお乗換えの場合または車両をご返却いただく場合は、基本的に必要ございません
が、その際の車両状態が、事前に定めた規定外の場合は、別途清算金を頂戴いたします。　※2：最終回のお支払いで、そのまま乗り続ける
を選択された場合、最終回お支払い分を一括お支払いか、再クレジットでお支払い（要審査）を選択いただけます。尚、再クレジット時の割賦
手数料率は、再クレジット契約成立時の販売会社が定める割賦手数料率を適用します。 

3年～5年先のライフスタイルに合わせて
お気に入りの新車に乗り換えることもできる!

残価※

最終回の
お支払い分

月々の
お支払い
（36回）

残価※

最終回の
お支払い分

月々の
お支払い
（48回）

残価※

最終回の
お支払い分

月々の
お支払い
（60回）

軽
自
動
車・普
通
車

軽
貨
物
車

一例

４


