
Photo:G 2WD   ボディカラーは
フォレストカーキメタリック〈G63〉
　ディーラーオプションの［メッキパック装着車］で
+41,316円（標準取付費込み）

Photo:G 2WD
ボディカラーはレイクブルーメタリック〈B87〉

本社／新潟市中央区東大通2丁目6番32号  TEL.025－247－2131(代) https://niigata.dd.daihatsu.co.jp

新潟ダイハツ
　 ■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。機能を過信せず、安全運転を行ってください。■車種により、一部機能が異なります。■詳しくは店頭スタッフにお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。●車両本体価
格は、スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。 ●保険料、税金（消費税を除く）、および登録に伴う諸費用は別途申し受けます。 ●ご購入の際にはリサイクル料金が別途必要となります。※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〉。

○ご入店の際はマスクの着用をお願いします。 
○発熱や咳等の症状がある方・体調不良の方はご来店をお控えください。
お客様にはご不便をおかけしますが、快適にお過ごしいただけるよう何卒ご理解、
ご協力賜りますようお願い致します。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応についてお客様へのお願い

ダイハツは安全安心、スマアシ搭載車が充実のラインナップ!ダイハツは安全安心、スマアシ搭載車が充実のラインナップ!

特
別
装
備

［ディーラーオプション］
〇純正ナビ&前方★1ドライブレコーダー（安心ドラレコプラン）　
〇乗り出し楽々プラン ●高機能カーペットマット●ワイドバイザー★2
   ●ナンバーフレームセット（盗難防止機能付）●スカッフプレートカバー（フロント）
   ●エアクリーンフィルター（高機能タイプ+コラーゲンプラス）
〇スタッドレスタイヤ＆ホイールセット★3　〇テレビキット★4
　　　　　　　　   ディーラーオプション合計 ……460,350円　

★1：タフトは前後方ドライブレコーダー（バックカメラ標準装備） ★2：イースはロングバイザー 
★3：当社指定のものとなります。 ★4：走行中でもナビ操作やテレビが見られるキット。 

上記オプションを含んだ通常販売合計価格……………2,374,350円

［ナビ得セレクション］通常販売合計価格 2,204,000円

対象車種

○ブーン ○トール（カスタム含む） ○ロッキー

○ミラ イース※Bは対象外 ○ミラ トコット 
○ムーヴ（カスタム含む）       ○ムーヴ キャンバス 
○タント（カスタム含む）       ○ウェイク
○キャストスタイル  ○タフト

※字光式ナンバープレート付車は対象外です。

軽
乗用車

小型車
★車種によっては装着できないナビがございます。
　詳細については店頭スタッフまでおたずねください。

［ナビ得セレクション］通常おトク額　170,350円

さらにさらにさらにさらに

合計200,350円おトク!合計200,350円おトク!
30,000円 引きで〈税込〉

利用で

ワンダフルクレジット利用の場合の
［ナビ得セレクション］販売合計価格 2,174,000円

トールカスタムG〈2WD・CVT〉車両本体価格…………1,914,000円

Photo:G 2WD 
ボディカラーはターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉

Photo:カスタムG ターボ 2WD 
ボディカラーのブラックマイカメタリック〈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 2,046,000円

車両本体価格
1,914,000円から
トールカスタムは 
G（2WD・CVT）

ご用意しています。

万円10
満65歳以上の方

万円10
満65歳以上の方

トール カスタム Gターボ
　　　　 〈2WD・CVT〉 

純正ワイド9インチプレミアムメモリーナビ&
前方ドライブ
レコーダー

（NMZL-Y70D） N238N238 V262V262+最長5年
無償地図更新

N E W 1,743,500円
車両本体価格

※4WD車は+176,000円
1,556,500円から
トールスタンダードは 
X（2WD・CVT）

ご用意しています。

トール G
〈2WD・CVT〉 

Photo:カスタム Gターボ 2WD
ボディカラーはブラックマイカメタリック〈X07〉×ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉【XH6】
スタイルパックはメーカーオプションで+33,000円、プレミアムエアロパックはディーラーオプションで+108,306円（取付費込み）

純正ナビをはじめ、うれしい装備満載でおトク！純正ナビをはじめ、うれしい装備満載でおトク！
7種類のナビを
ご用意しております！

1,485,000円
車両本体価格

※4WD車は+126,500円
1,353,000円から
タフトは 
X（2WD・CVT）

ご用意しています。
フルフラットモード

汚れに強いシートバックとデッキボード。
便利なマルチフックも装備。

自在にアレンジ
完全フラット
スタイル

簡単操作の
電動パーキング
ブレーキ（EPB）
オートブレーキホールド
機能で信号待ちや駐車券を
取るときも安心。

スーパーUV&IRカット機能/シェード付

広がる運転視界
スカイフィール
トップ

全車
標準装備

全車
標準装備

新潟の冬 道も安心
最低地上高：190mm
ぬかるんだ道も安心の
グリップサポート制御
タイヤのグリップ状態をキープし
発進・加速をサポート
（2WDは前輪のみ）

全車
標準装備

万円7
満65歳以上の方

レジャーで遊べる。 日常で使える。行動半径を大きく広げてくれるタフト、登場。

ボディカラーの
ブラックマイカメタリック〈Ｘ07〉×パールホワイトⅢ〈W24〉【X99】は
メーカーオプションで+77,000円

例えばトールカスタムG〈2WD・CVT〉の場合

安全性、使い勝手が大幅に進化！
新トール誕生。

CUSTOM

CUSTOM

STANDARD

端整なスタイリング。堂々とした姿で、ワクワクを。

洗練されたスタイリング。輝くたたずまいで、品格を。

★5：ダイハツショップ小千谷店・高田店では実施いたしません。

★5



紫　   竹　   店
新潟市東区南紫竹2丁目3番17号

0120-989-421

明　石　通　店
新潟市中央区東万代町4番14号

0120-439-101

黒埼インター店
新潟市西区山田2534番1

0120-107-950
小　   出　   店
魚沼市下倉68-3

0120-956-741

十   日   町   店
十日町市高山3丁目812番地1

0120-989-389

六   日   町   店
南魚沼市川窪1037-1

0120-981-226

佐　   渡　   店
佐渡市八幡町311 

0120-219-139フリーボイス

村　   上　   店
村上市仲間町242-4

0120-998-591

新　　発　　田　　店
新発田市新栄町3丁目5番19号

0120-937-879フリーボイス

五　   泉　   店
五泉市三本木3丁目4番13号

0120-975-135フリーボイス

青　   山　   店
新潟市西区青山8丁目1番14号

0120-190-236

海  老  ヶ 瀬  店
新潟市東区海老ケ瀬980番１号

0120-961-359

巻　　　　　　 店
新潟市西蒲区巻甲4830-1

0120-917-470
柏　   崎　   店
柏崎市新田畑14番4号

0120-998-424

上　   越　   店
上越市木田2丁目1番57号

0120-106-146

糸 　　魚　　川　　 店
糸魚川市大和川字三反田1135

0120-938-566

古　正　寺　店
長岡市古正寺2丁目20番地

0120-941-969

ダイハツショールーム全23店舗
【営業時間】9:30~17:30（毎週月曜定休日）
※小千谷店、高田店のみ、営業時間9:00~18:00（毎週月・火曜日は定休日）

三 　   条 　   店
三条市塚野目5丁目7番11号

0120-443-110

今　   町　   店
見附市今町5丁目44番13号

0120-989-391

長　   岡　   店
長岡市要町3丁目6番29号

0120-998-207

フリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイス

フリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイスフリーボイス フリーボイスフリーボイス

新型コロナウイルス感染
拡大に伴う対応として当面
の間、 表記の営業時間に
短縮いたしております。

小 　千 　谷 　店
ダイハツショップ

小千谷市城内4丁目11-26
☎0258-81-6370

高 　 　 田 　 　 店
ダイハツショップ

上越市大字寺町８番地
☎025-523-6621

【スマートプランふらっとのお支払い総額について】●お支払い総額には、税金及び自賠責保険料、自動車リサイクル料金、登
録等に伴う費用等、購入の際に必要な全ての費用が含まれています。上記付属品以外のオプション費用については別途申し
受けます。●お支払い総額は、2020年7月現在、県内届出の場合の価格です。●ご利用対象は個人ユーザー様のみとさせてい
ただきます。●原則として任意保険は車両保険付きのご加入をお願いします。●本クレジットは、予告なく変更・終了する場合が
ございます。
●車両本体価格は、スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。●保険料、税金（消
費税を除く）、および登録に伴う諸費用は別途申し受けます。●ご購入の際にはリサイクル料金が別途必要となります。〈価格は現
行税率（10％）に基づく消費税込み価格です〉

※車両本体価格の一部をあらかじめ残価として据え置き、残りの金額を分割でお支払いいただくクレジットです。

※

月々の
お支払い分

5年後の

残価 ⎫
⎬
⎭

★1

★2

0円

最終回5年後（61回目）のお支払いは
3つの中から選択できます

※残価率は車種によって異なります。※残価率は予告なく変更する場合があります。

残価を
引いた金額
60回（5年間）

安心の買取り
保証付

月々

32,500円
月々

21,900円

タント X “セレクション”
〈2WD・CVT〉の場合

ボーナス払いなし頭金0円 ボーナス払いなし頭金0円

ロッキー G 
〈2WD・CVT〉の場合

車両本体価格
付属品合計
諸 費 用
値引き調整額  
合 計 元 金

  2,002,000円
 …340,010円
…152,305円
… △39,315円
2,455000円

初回［2020年7月］
２回目以降［×59回］
以上60回までのお支払い金額A

34,034円
32,500円

……………… 1,951,534円

○最終回［61回目］お支払い額
新車にお乗り換え★1
車　を　返　却★1
継　続　利　用B★2

0円
0円

655,000円
○お支払総額は
　A+B=2,606,534円となります

5年（61回）
残価保証付

ダイハツの残価設定型クレジットダイハツの残価設定型クレジット 詳しくは
コチラ !  

4WDも選べます。

「スマートプランふらっと・ツイン」の
対象車種は新型タフト、新トールなど
人気の10車種・16グレードをライン
ナップ!

◎スマートプランふらっと、ツインはダイハツショップ小千谷店・高田店では実施しておりません。

月々 定額！月々 定額！お支払いは使う分だけ

月々のお支払いは不要!!

2回だけ！2回だけ！お支払いは

「スマートプランふらっと」と
同じくみ～んな付いて

★詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。※メンテナンスは3年間

※

★1：車両の状態が事前に定められた条件を満たしている場合に限ります。規定外である場合には、別途精算金を頂戴いたします。
【規定外の場合＝1.レース仕様、違法改造等が行われた場合。2.走行距離が6万kmを超えた場合。（超過走行距離1kmあたり5円
で減額精算いたします。）3.お車の査定をさせていただき、査定による減点が50点を超えた場合。】★2：最終回のお支払いで、継続
利用を選択された場合、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
トは、再クレジット契約成立時に当社が定める割賦手数料率を適用します。 

新　   津　   店
新潟市秋葉区善道町2丁目13番13号

0120-945-852フリーボイス

5年（61回）
残価保証付

車両本体価格
付属品合計
諸 費 用
値引き調整額  
合 計 元 金

  1,490,500円
 …227,502円
… 70,545円
… △8,547円
1,780,000円

初回［2020年7月］
２回目以降［×59回］
以上60回までのお支払い金額A

22,489円
21,900円

……………… 1,314,589円

○最終回［61回目］お支払い額
新車にお乗り換え★1
車　を　返　却★1
継　続　利　用B★2

0円
0円

555,000円
○お支払総額は
　A+B=1,869,589円となります

ボディカラーのブラックマイカメタリック
〈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

ワイドエントリーメモリーナビワイドバイザー

※写真はタント

（ミライースはロングバイザー）付属品付属品 登録・届出諸費用登録・届出諸費用 ++ 5年間のメンテナンス5年間のメンテナンス ワンダフルパスポート54
〈スタンダード〉

6ヶ月おきに計10回のメンテナンスをパッケージ
※スチール・アルミのいずれか当社の指定となります。※スチール・アルミのいずれか当社の指定となります。

純正ナビ装着用

※標準装備車を除く。

アップグレードパック

（NMZK-W70D）

N235N235 USBアダプター
装備（イルミ付）

5年間の点検費用
1回目の車検基本料

コミ！コミ！

コミ！コミ！
※写真はタント
（運転席ロング
スライドシート用）

16cmリヤスピーカー、ツィーター
バックカメラステアリングスイッチ

カーペット
マット

スタッドレスタイヤ＆
ホイールセット

★スマートプランツインのメンテナンスは3年間。詳細はスタッフにおたずねください。

必要な付属品や諸費用、
メンテナンスなどすべて
必要な付属品や諸費用、
メンテナンスなどすべて
必要な付属品や諸費用、
メンテナンスなどすべて
必要な付属品や諸費用、
メンテナンスなどすべて

通常金利　　2.9%が 実
質
年
率

実質年率

特別低金利特別低金利

軽乗用車限定!〈新型タフトは対象外となります。〉

★ワンダフルクレジットとは、 車両本体価格の一部をあらかじめ残価として据え置き、
   残りの金額を分割でお支払いいただく残価設定型クレジットです。

1,408,000円
車両本体価格

※4WD車は+126,500円
1,243,000円から
タントはL（スマートアシスト非装着車） 
（2WD・CVT）

ご用意しています。

タント 
X “スペシャル” 〈2WD・CVT〉 

万円7
満65歳以上の方

万円7
満65歳以上の方

しっかり、安全を考えた安心感と
長く愛着が持てるスタイリングが
好評のムーヴキャンバス。

★お支払い例等、詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。

■2020年7月1日㈬～2020年9月30日㈬までに、ダイハツのスマアシ搭載グレードの軽乗用車の新車（スマアシ未搭載のコペン
は対象、新型タフトは対象外）をご成約の上、2020年11月末日までに届出いただける方で残価設定型クレジット《ワンダフル
クレジット》をご利用いただくことを条件に特別金利1.5％（実質年率）を適用いたします。■《スマートプランふらっと、スマート
プランツイン》も対象となります。
■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37/61回､スマートプランふらっとは61回、
スマートプランツインは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
販売会社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。 ■ダイハツショップ小千谷店・高田店では実施いたしません。

対象
条件

1,584,000円
車両本体価格

※4WD車は+126,500円
1,276,000円から
ムーヴ キャンバスはL “SA Ⅲ”
（2WD・CVT）

ご用意しています。

ムーヴ キャンバス  
G “メイクアップリミテッド SAⅢ” 〈2WD・CVT〉 

ゆとりある空間を自由自在に。フレキシブルに使えます。
●運転席ロングスライドシート（540mm/シートバックレバー付）+
　助手席ロングスライド（380mm）
●リヤシート左右分割ロングスライド（240mm）

ゆとりある空間を自由自在に。フレキシブルに使えます。
●運転席ロングスライドシート（540mm/シートバックレバー付）+
　助手席ロングスライド（380mm）
●リヤシート左右分割ロングスライド（240mm）

ゆとりある空間を自由自在に。フレキシブルに使えます。
●運転席ロングスライドシート（540mm/シートバックレバー付）+
　助手席ロングスライド（380mm）
●リヤシート左右分割ロングスライド（240mm）

両側スライドドアと置きラクボックスの組み合わせで、
荷物を積んでから乗り込むまでの動作が最小限に。

荷物をパッと積んで、サッと乗れる。

Photo：G“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〉×
ナチュラルベージュマイカメタリック〈T32〉【XE9】は
メーカーオプションで+66,000円

実質年率1.5％ 実質年率1.9％

通常金利　　2.9%が実質年率

特別低金利特別低金利

軽乗用車限定!〈新型タフトは対象外となります。〉

％％

実
質
年
率

カーオブザイヤー
6ベスト受賞

2019-2020
日本カー・オブ・ザ・イヤー
10ベストカー受賞

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会主催

Photo:X“スペシャル” 2WD 
ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉

人気のミラクルオープンドアのタントに、
お出かけがスムーズになる 
X “スペシャル” 誕生。

％％

ボディカラーはマスタードイエロー
マイカメタリック〈Y15〉


