
2020.09

《165/６５Ｒ14》14インチ

スタッドレスタイヤ＆アルミホイールセット

※アルミホイールは当社指定品となります。

88,000円 129,800円

各車種共通装備

※一部のグレードはサイズ、価格等が異なり、掲載しておりませんので、詳細は店頭スタッフにご確認ください。
　
※一部のグレードはサイズ、価格等が異なり、掲載しておりませんので、詳細は店頭スタッフにご確認ください。
　

小
型
車

テレビ
キット
25,300円

走行中でもナビ操作やテレビが見られる
ドライブの必需品。

ワイド
バイザー

写真はトール用 写真はトール用

ナンバー
フレーム
セット

スカッフ
プレート
カバー（フロント）

◎ナビの価格はオーディオレス車用（トール用）を掲載しております。
※車種・グレードにより価格が異なります。詳細は店頭スタッフにおたずねください。

高機能
カーペット
マット

車　種 合計金額

プラン
タイプ

装　備

〇〇〇（ワイドバイザー） 〇
〇〇

72,138円ブーン
小
型
車

76,538円トール

プランA

プランA 〇（グレー）
〇

ロゴアップ

車種別定番アイテム（乗り出し楽々プラン）

〇（ワイドバイザー） 〇
〇〇 72,138円ロッキー プランA 〇（グレー） 〇（ワイドバイザー） 〇

CILQ専用（ダーク・グレー）
CILQ含む全車（グレージュ）

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）（盗難防止機能付）

メッキ/マックガード

※価格には取付工賃が含まれております。表示の価格はすべて消費税込み価格です。

軽
乗
用
車

小
型
車

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。

純正ならではの機能が嬉しい選べるナビ

22万円　で付きます!
130,922円おトク!!

特別装備（通常価格合計 350,922円）が 

24万円　で付きます!
146,386円おトク!!

特別装備（通常価格合計 386,386円）が 

25万円　で付きます!
152,886円おトク!!

特別装備（通常価格合計 402,886円）が 

22万円　で付きます!
138,006円おトク!!

特別装備（通常価格合計 358,006円）が 

24万円　で付きます!
154,196円おトク!!

特別装備（通常価格合計 394,196円）が 

25万円　で付きます!
159,970円おトク!!

特別装備（通常価格合計 409,970円）が 

ブーン

トール
Gターボ 2WD

スタイル “SA Ⅲ” 2WD

小
型
車

23万円　で付きます!
164,966円おトク!!

特別装備（通常価格合計 394,966円）が 

25万円　で付きます!
181,882円おトク!!

特別装備（通常価格合計 431,882円）が 

26万円　で付きます!
186,930円おトク!!

特別装備（通常価格合計 446,930円）が 

ロッキー
X 2WD

（NSZN-Y70D） N228N228
V262V262
+

28万円　で付きます!
173,376円おトク!!

特別装備（通常価格合計 453,376円）が 

29万円　で付きます!
203,922円おトク!!

特別装備（通常価格合計 493,922円）が 

F 9インチスタンダード前方★ドライブレコーダー

（NMZL-Y70D） N238N238
V262V262
+

29万円　で付きます!
170,350円おトク!!

特別装備（通常価格合計 460,350円）が 

G 9インチプレミアム
前方★ドライブレコーダー

（NMZK-W70D）

N235N235
V262V262
+

（NMZL-W70D） V262V262
+

（NSZN-W70D）

N233N233N233
V262V262
+

A ワイド7インチエントリー
メモリーナビ＆ 
前方★ドライブレコーダー

C ワイド7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

B ワイド7インチスタンダード
メモリーナビ＆
前方★ドライブレコーダー

N239N239N239

◎特別装備価格（通常価格合計）/おトク額は掲載グレードオーディオレス車の場合になります。

純正前方  ドライブレコーダー
「撮る」「見る」がナビと連動！

V262V262

カメラ 本体

ステッカー付

 ★

★後方録画もご希望の方は
   アップグレードパック、パ
   ノラマモニター装着車の
   メーカーオプションバック
　カメラを利用し後方録画
   が可能になります。
※映像（文字）は反転して録画されます。

ナビ（安心ドラレコプラン）には
USBアダプター（イルミ付）が
含まれています。

見やすい！使いやすい！

最長5年
無償地図更新

最長5年
無償地図更新

みんなの使いやすさに
こだわったエントリーモデル

滑らかな操作感と
実用的な機能を集約した
スタンダードモデル

最長5年
無償地図更新

最長5年
無償地図更新

（安心ドラレコプラン）

　　メモリーナビ&
前方　ドライブレコーダー
純正

★

 ▼ 車　種

▶
ナ
ビ
の
タ
イ
プ

小型車

168,168円
○トール○トール

204,358円
○トール○トール

220,132円
○トール○トール

270,512円○トール○トール263,538円○トール○トール

多彩な機能に対応した
プレミアムモデル
《無償地図更新 5年5回》

フラットな9インチ大画面
スタンダードモデル

専用

30万円　で付きます!
200,170円おトク!!

特別装備（通常価格合計 500,170円）が 

○ブーン、トール
《195/６５Ｒ16》16インチ
○ロッキー

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（イースはロングバイザー） 
●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）

ナビ&前方※

ドライブ
     レコーダー

純正

テレビキット
NAVI

⬅➡
TV

スタッド
レス

タイヤ＆
ホイール

セット        

走行中でもナビ操作やテレビが見られるドライブの必需品。

★スタッドレスタイヤ&ホイールセットは2020年9月現在の設定です。今後、メーカーなど設定内容や
　価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。

◎特別装備価格（通常価格合計）
    /おトク額は掲載グレードオーディ
　オレス車の場合になります。

★設定は2020年9月現在の
　もので一例となります。

★

★設定は2020年9月現在のもので一例となります。

※当社指
定品とな

ります。

ロゴアップ

写真は
トール用（グレー）

多彩な機能に対応した
プレミアムモデル
《無償地図更新 5年5回》

メモリーナビ &メモリーナビ &
大画面モデル。大画面モデル。

※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）

TV NAVI

⬅➡

選べるナビ

うれしい装備満載でおトク！

車種別定番アイテム

各車種共通装備

※写真はイメージです。

さらにさらにさらにさらに

30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 
ご利用で

〈税込〉

ダイハツ
残価設定型クレジット

お得!お得!お得!お得!

軽
乗
用
車

小
型
車

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。

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（イースはロングバイザー） 
●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）

ナビ&前方※

ドライブ
     レコーダー

純正

テレビキット
NAVI

⬅➡
TV

スタッド
レス

タイヤ＆
ホイール

セット        

走行中でもナビ操作やテレビが見られるドライブの必需品。

★スタッドレスタイヤ&ホイールセットは2020年9月現在の設定です。今後、メーカーなど設定内容や
　価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。

★

※当社指
定品とな

ります。

※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）

選べるナビ

車種別定番アイテム

各車種共通装備

うれしい装備満載でおトク！



（NMZK-W70D）

（NSZN-X70D）★写真はムーヴ用 ★写真はタント用

大画面モデル。大画面モデル。

N235N235
V262V262
+ （NMZL-W70D）

V262V262
+（NSZN-W70D）

N233N233N233
V262V262
+

N231N231
V262V262
+

A ワイド7インチエントリー
メモリーナビ＆ 
前方★ドライブレコーダー

C ワイド7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

B ワイド7インチスタンダード
メモリーナビ＆
前方★ドライブレコーダー

19万円　で付きます!
111,642円おトク!!

特別装備（通常価格合計 301,642円）が 

21万円　で付きます!
127,106円おトク!!

特別装備（通常価格合計 337,106円）が 

22万円　で付きます!
133,606円おトク!!

特別装備（通常価格合計 353,606円）が 

17万円　で付きます!
146,602円おトク!!

特別装備（通常価格合計 316,602円）が 

19万円　で付きます!
162,066円おトク!!

特別装備（通常価格合計 352,066円）が 

20万円　で付きます!
168,566円おトク!!

特別装備（通常価格合計 368,566円）が 

22万円　で付きます!
164,428円おトク!!

特別装備（通常価格合計 384,428円）が 

17万円　で付きます!
146,602円おトク!!

特別装備（通常価格合計 316,602円）が 

19万円　で付きます!
162,066円おトク!!

特別装備（通常価格合計 352,066円）が 

20万円　で付きます!
168,566円おトク!!

特別装備（通常価格合計 368,566円）が 

20万円　で付きます!
168,830円おトク!!

特別装備（通常価格合計 368,830円）が 

22万円　で付きます!
162,976円おトク!!

特別装備（通常価格合計 382,976円）が 

17万円　で付きます!
146,866円おトク!!

特別装備（通常価格合計 316,866円）が 

19万円　で付きます!
162,330円おトク!!

特別装備（通常価格合計 352,330円）が 

26万円　で付きます!
155,800円おトク!!

特別装備（通常価格合計 415,800円）が 

17万円　で付きます!
146,602円おトク!!

特別装備（通常価格合計 316,602円）が 

19万円　で付きます!
162,066円おトク!!

特別装備（通常価格合計 352,066円）が 

20万円　で付きます!
168,566円おトク!!

特別装備（通常価格合計 368,566円）が 

22万円　で付きます!
162,976円おトク!!

特別装備（通常価格合計 382,976円）が 

24万円　で付きます!
125,002円おトク!!

特別装備（通常価格合計 365,002円）が 

26万円　で付きます!
140,466円おトク!!

特別装備（通常価格合計 400,466円）が 

27万円　で付きます!
146,966円おトク!!

特別装備（通常価格合計 416,966円）が 

29万円　で付きます!
141,376円おトク!!

特別装備（通常価格合計 431,376円）が 

21万円　で付きます!
130,582円おトク!!

特別装備（通常価格合計 340,582円）が 

23万円　で付きます!
146,046円おトク!!

特別装備（通常価格合計 376,046円）が 

24万円　で付きます!
152,546円おトク!!

特別装備（通常価格合計 392,546円）が 

30万円　で付きます!
140,572円おトク!!

特別装備（通常価格合計 440,572円）が 

D 8インチスタンダード
メモリーナビ &
前方★ドライブレコーダーN239N239N239

19万円　で付きます!
114,502円おトク!!

特別装備（通常価格合計 304,502円）が 

21万円　で付きます!
129,966円おトク!!

特別装備（通常価格合計 339,966円）が 

22万円　で付きます!
136,466円おトク!!

特別装備（通常価格合計 356,466円）が 

軽
乗
用
車

E 9インチスタイリッシュ
前方★ドライブレコーダー

◎特別装備価格（通常価格合計）/おトク額は掲載グレードオーディオレス車の場合になります。

N225
V262
+

（NSZN-Y70DS）

▶
ナ
ビ
の
タ
イ
プ

メモリーナビ &

見やすい！
使いやすい！

専用
ムーヴ、ムーヴキャンバス、
ウェイク、キャスト専用

◎掲載車はオーディオレス車用の価格です。メーカーオプションの純正ナビ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用アップグレードパック、スマートパノラマパックの装備車など
　掲載車以外の詳細は店頭スタッフにおたずねください。

ワイドバイザー
※ミライースはロングバイザー

写真はタント用
写真はタント用 写真はタント用

ナンバーフレーム
セット

スカッフプレート
カバー（フロント）

53,658円

55,858円

◎ナビの価格はオーディオレス車用（A～Dはムーヴ用、Eはタント用）を掲載しております。※車種・グレードにより価格が異なります。詳細は店頭スタッフにおたずねください。

高機能カーペット
マット

ミラ イース
ミラ トコット

車　種 合計金額

プラン
タイプ

装　備

プランA
プランA
（エントリー）

〇（グレー）
〇

〇（ロングバイザー）

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

〇

〇（ワイドバイザー）
〇

〇（ワイドバイザー） 〇 〇

〇
〇
〇

軽
乗
用
車

〇〇

67,958円プランA 〇（グレー）

ロゴアップ

写真は
タント用（グレー）

ロゴアップ

車種別定番アイテム（乗り出し楽々プラン）
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）

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）

（盗難防止機能付）
メッキ/マックガード

※価格には取付工賃が含まれております。表示の価格はすべて消費税込み価格です。※価格には取付工賃が含まれております。表示の価格はすべて消費税込み価格です。※価格には取付工賃が含まれております。表示の価格はすべて消費税込み価格です。

※写真はイメージです。

みんなの使いやすさにこだわった
エントリーモデル

最長5年
無償地図更新

○ムーヴ○ムーヴ

○ タント○ タント
233,970円

265,342円

166,144円
○ムーヴ○ムーヴ

多彩な機能に対応したプレミアム
モデル　《無償地図更新 5年5回》

218,108円
○ムーヴ○ムーヴ

滑らかな操作感と実用的な機能を
集約したスタンダードモデル

最長5年
無償地図更新201,608円

○ムーヴ○ムーヴ

純正ならではの機能が嬉しい選べるナビ

最長5年
無償地図更新

◎HDMI/USB端子
   標準装備

　　メモリーナビ&前方　 ドライブレコーダー　　メモリーナビ&前方　 ドライブレコーダー　　メモリーナビ&前方　 ドライブレコーダー　　メモリーナビ&前方　 ドライブレコーダー
（安心ドラレコプラン）（安心ドラレコプラン）（安心ドラレコプラン）（安心ドラレコプラン）

9インチ大画面でフラットな
スタイリッシュデザイン

8インチッ大画面の
スタンダードモデル

最長5年
無償地図更新

A~C、Eのナビ（安心
ドラレコプラン）には
USBアダプ
ター（イルミ
付）が含まれ
ています。

★

純正前方    ドライブレコーダー

「撮る」「見る」がナビと連動！
あおり運転の抑止になる
ステッカー付

V262V262

カメラ 本体

  ★

★アップグレードパック、パノラマモニター
　装着車のメーカーオプションのバック
　カメラを利用し後方録画が可能になり
　ます。※映像（文字）は反転して録画されます。

前方

《155/６５Ｒ14》
14インチスチール
ホイールセット

スタッドレスタイヤ＆ホイールセット

○ミライース、ミラトコット、
   ムーヴ、ムーヴキャンバス、
　タント、ウェイク

57,200円

テレビキット 25,300円
走行中でもナビ操作やテレビが見られるドライブの必需品。

各車種共通装備

※一部のグレードはサイズ、価格等が異なり、掲載しておりませんので、詳細は店頭スタッフにご確認ください。
　
※一部のグレードはサイズ、価格等が異なり、掲載しておりませんので、詳細は店頭スタッフにご確認ください。
　

※特別価格に+10,000円で
   アルミホイールに変更できます。

《165/5５Ｒ15》 15インチ
アルミホイールセット
キャストスタイル
※アルミホイールは当社指定品となります。

105,600円

《165/6５Ｒ15》 15インチ
アルミホイールセット
タフト
※アルミホイールは当社指定品となります。

90,200円

軽
乗
用
車

 ▼ 車　種

軽自動車

純正

ミライース

ムーヴ

ムーヴキャンバス

タント

ウェイク

キャストスタイル
X “SA Ⅲ” 2WD

タフト
G 2WD

X  2WD

L“SA Ⅲ” 2WD

X “SA Ⅲ” 2WD

X “SA Ⅲ” 2WD

X “SA Ⅲ” 2WD　

ミラトコット
L “SA Ⅲ” 2WD

後方

★設定は2020年9月現在のもので一例となります。

★設定は2020年9月現在の
   もので一例となります。

（タフトは前後方ドライブレコーダー）

◎タフトはバックカメラが標準装備となっております。

◎後方録画も
　ご希望の方は

タフトは前後方ドライブレコーダー

TV NAVI

⬅➡


