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トール　1.0　カスタムG ターボ SAII　
●R2年後期●5D●インパネAT●15色●リ未●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●過給器●Rスポ●Wエアバック●サイドエアバック●プッ
シュスタート●インテリキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●
衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シートリフター●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●両側パワースライド
ドア●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ダイハツ

204

新型トール・電動パーキングブレーキ・両側パワースライドドア

1

万
円

毎月￥20.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台521

トール　1.0　カスタムG SAII　
●R2年後期●5D●インパネAT●15色●リ未●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック●サイドエアバック●プッシュスタ
ート●インテリキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●
衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シートリフター●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ
●両側パワースライドドア●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ダイハツ

190

新型トール・電動パーキングブレーキ・両側パワースライドドア

2

万
円

毎月￥19.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台187

セレナ　1.2　eパワーハイウェイスターV　
●R2年●5D●インパネAT●ブリリアントホワイト・黒II●リ未廃●フル装備●WA/C●オートA/C●P/S●P/W●ABS●USB入力端子●Rスポ●Wエアバック●プッシュスタート●インテリキー●
レーダーブレーキサポート●クルーズコントロール●セキュリティーアラーム●パーキングアシスト●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シート
リフター●三列シート●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ●両側パワースライドドア●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●バックカメラ●フロ
ントカメラ●サイドカメラ●全周囲カメラ●エコカー減税対象●サイドエアバック●ルーフレール●純正16インチアルミ●ワンオーナー●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

日産

380

新型セレナe-POWER・低燃費・

3

万
円

毎月￥38.500～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台641

キックス　1.2　X アラウンドビューモニター+インテリジェントルームミラー　
●R2年●5D●AT●13色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Rスポ●Wエアバック●サイドエアバック●プッシュスタート●イン
テリキー●レーダーブレーキサポート●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDラ
イト●シートリフター●ハーフレザーシート●シートヒーター●純正17インチアルミ●純正フルエアロ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ
●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●バックカメラ●全周囲カメラ●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

日産

286

?パワーSUV・エンジンで発電して、モーターだけで走る車

4

万
円

毎月￥30.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台849

ロッキー　1.0　Premium　
●R2年後期●5D●AT●11色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●過給器●Rスポ●Wエアバック●サイドエアバック●カーテンエアバック●プッシュ
スタート●スマートキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●パーキングアシスト●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝
突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シートリフター●ハーフレザーシート●シートヒーター●純正17時インチアルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグラ
ンプ●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●バックカメラ●全周囲カメラ●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ダイハツ

220

新型ロッキー(人気のSUV)低燃費コンパクトカー

5

万
円

毎月￥21.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台958

ジムニー　660　XC　4WD
●R2年●3D●AT●9色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS
●Wエアバック●プッシュスタート●セキュリティーアラーム●LEDライト●純
正16インチアルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ●プライバシ
ーガラス●集中ドアロック●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

187

新型ジムニー誕生(スズキセーフティサポート)付

6

万
円

毎月18,500円～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台142

ジムニーシエラ　1.5　JC　4WD
●R2年●3D●AT●9色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック
●プッシュスタート●スマートキー●レーダーブレーキサポート●クルーズコントロール●セキ
ュリティーアラーム●LEDライト●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ
●プライバシーガラス●集中ドアロック●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

205

新型ジムニーシエラ・ワイドなオーバーフェンダー・

7

万
円

毎月20.000円～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台237

タフト　660　Gターボ　
●R2年●5D●インパネAT●9色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●過給器●Wエアバック●サイドエアバック●プッシュスタート
●インテリキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボデ
ィ●障害物センサー●LEDライト●サンルーフ●ルーフレール●シートリフター●シートヒーター●純正15インチアルミ●ウインカーミラー●電格ミラ
ー●フォグランプ●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ダイハツ

160

新型タフト誕生・電動パーキングブレーキ・新SUV

8

万
円

毎月￥16.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台646

タフト　660　X スカイフィールトップ・LEDライト　
●R2年●5D●インパネAT●9色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック●サイドエアバック
●プッシュスタート●インテリキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑
り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シートリフター●ウインカーミラー
●電格ミラー●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ダイハツ

135

新型タフト・電動パーキングブレーキ・ガラスルーフ

9

万
円

毎月￥14.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台725

タント　660　カスタムRS　
●R2年●5D●インパネAT●11色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●CD●ABS●過給器●Bluetooth●ラジオ●Wエアバック●DVDビデオ●USB入力端子●サイドエ
アバック●プッシュスタート●スマートキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●パーキングアシスト●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレ
ーキ●衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●ベンチシート●シートリフター●ウォークスルー●純正フルエアロ●純正15インチアルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォ
グランプ●両側パワースライドドア●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●バックカメラ●全周囲カメラ●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ダイハツ

174

新型タントカスタム誕生・快適装備がたくさん・

10

万
円

毎月￥18.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台727

フリード　1.5　G ホンダセンシング　
●R2年●5D●インパネAT●9色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック●プッシュスタート
●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ
●衝突安全ボディ●障害物センサー●シートリフター●三列シート●ウインカーミラー●電格ミラー●両側パワースライド
ドア●禁煙車●光軸調整●プライバシーガラス●集中ドアロック●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ホンダ

218

新型フリード・コンパクトで運転しやすい・視界が広く安心

11

万
円

毎月￥22.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台410

フィットハイブリッド　1.5　HOME ハイブリッド　
●R2年●5D●AT●18色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック●サイドエアバック●カーテンエ
アバック●プッシュスタート●キーフリースタート●レーダーブレーキサポート●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝
突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シートリフター●ウインカーミラー●電格ミラー●禁煙車
●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ホンダ

206

新型フィットハイブリッド・低燃費・安全装備・

12

万
円

毎月￥20.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台609

N BOXカスタム　660　G・Lホンダセンシング 2トーンルーフ　
●R2年●5D●インパネAT●3色II●リ未●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Rスポ●Wエアバック●プッ
シュスタート●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●LEDライト●ベンチシ
ート●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ●左側パワースライドドア●ETC
●プライバシーガラス●集中ドアロック●バックカメラ●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ホンダ

183

新型N-BOX　カスタム　2トーン

13

万
円

毎月15,000円～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台676

ステップワゴンスパーダ　1.5　スパーダ ホンダセンシング　
●R2年●5D●インパネAT●パールホワイト●リ済込●フル装備●WA/C●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Rスポ●Wエアバック●プッシュ
スタート●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボ
ディ●LEDライト●シートリフター●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ●両側パワースライドドア●
ETC●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●バックカメラ●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ホンダ

298

わくわくゲートで後ろから乗り降り自由・

14

万
円

毎月￥30,000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台652

ステップワゴンスパーダ　2.0　スパーダハイブリッド G ホンダセンシング　
●R2年●5D●インパネAT●8色●リ未廃●フル装備●WA/C●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Rスポ●Wエアバック●キーフ
リースタート●プッシュスタート●レーダーブレーキサポート●セキュリティーアラーム●LEDライト●三列シート●純正フルエ
アロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグランプ●両側パワースライドドア●ETC●禁煙車●プライバシーガラ
ス●集中ドアロック●バックカメラ●DVDビデオ●フルセグTV●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

ホンダ

342

低燃費・ハイパワー・静粛性のハイブリッド車

15

万
円

毎月37,000円～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台317

スペーシアカスタム　660　ハイブリッド XSターボ　
●R2年●5D●インパネAT●8色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●過給器●Rスポ●Wエアバック●サイドエアバック●カーテンエアバック●プッシ
ュスタート●インテリキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボディ●障害
物センサー●LEDライト●ベンチシート●シートリフター●ハーフレザーシート●シートヒーター●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグラ
ンプ●両側パワースライドドア●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証600ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

182

低燃費車でパワフルターボエンジン(大人4人でも、心地よい加速

16

万
円

毎月￥18.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台644

スペーシアギア　660　ハイブリッド XZ
●R2年●5D●インパネAT●8色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック●プッシュスタート●ス
マートキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレ
ーキ●衝突安全ボディ●LEDライト●シートリフター●シートヒーター●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォグラ
ンプ●両側パワースライドドア●プライバシーガラス●集中ドアロック●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

168

SUVな軽ハイトワゴン新型スぺーシア　ギヤ　誕生

17

万
円

毎月17.000円～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台670

スペーシア　660　ハイブリッド X　
●R2年後期●5D●インパネAT●10色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●Wエアバック●
プッシュスタート●スマートキー●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム
●横滑り防止装置●衝突安全ボディ●シートリフター●シートヒーター●電格ミラー●両側パワースライドドア●
光軸調整●プライバシーガラス●集中ドアロック●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

149

低燃費(30.0km/L)広い室内

18

万
円

毎月15.000円～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台565

ハスラー　660　HYBRID X　
●R2年●5D●インパネAT●11色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●100V電源●Wエアバック●サイドエアバック●カーテンエ
アバック●プッシュスタート●キーフリースタート●レーダーブレーキサポート●アイドリングストップ●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝
突被害軽減ブレーキ●衝突安全ボディ●障害物センサー●LEDライト●シートリフター●シートヒーター●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー
●フォグランプ●禁煙車●プライバシーガラス●集中ドアロック●エコカー減税対象●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

156

新型ハスラー誕生(ハイブリッド)遊べる軽(広くなりました)

19

万
円

毎月￥15.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台100

エブリイワゴン　660　PZターボスペシャル オートステップ　
●R2年●5D●インパネAT●5色●リ未廃●フル装備●オートA/C●P/S●P/W●ABS●過給器●Rスポ●Wエアバック●キーフリース
タート●プッシュスタート●レーダーブレーキサポート●セキュリティーアラーム●横滑り防止装置●衝突被害軽減ブレーキ●衝突安全
ボディ●障害物センサー●ディスチャージライト●ベンチシート●純正フルエアロ●純正アルミ●ウインカーミラー●電格ミラー●フォ
グランプ●両側パワースライドドア●プライバシーガラス●集中ドアロック●整備含●保証60ヶ月100千km●未走行●修無

スズキ

173

デュアルカメラブレーキサポート搭載・両側パワースライドドア

20

万
円

毎月￥17.000～(頭金・ボーナス無し)

整含 保付

車台205


