
青森県青森市石江字岡部８５番地３　　http://www.aomori-daihatsu.co.jp/

青森ダイハツは縄文遺跡群の
世界遺産登録を応援しています。

○車両本体価格にはスペアタイヤまたはスペアタイヤレスおよびタイヤパンク応急修理セット付、標準工具付で、消費税が含まれています。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。○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。○車両本体価格のみでも購入できます。○写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。○本広告の内容は令和元年5月10日現在のものです。○詳しくは営業スタッフへお問い合わせください。

青森ダイハツは青森ワッツの
オフィシャルパートナーです。

■スマートアシストⅢは、お客様の安全運転を前提としたシステムです。スマートアシストⅢに頼った運転はおこなわず、安全運転を心がけてください。
スマートアシストⅢ は、ドライバーの判断を補助し、事故被害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との車間距離や、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車間距離を保ち、安全運転を心がけてください。■スマートアシストⅢ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。■ワイパーを低速以上で使用中は、システムは作動しません(後方誤発進抑制制御機能は高速で作動停止)。■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単眼
カメラ、レーザーレーダー、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。■スマートアシストⅢの詳細は、営業スタッフへお問い合わせください。

■2019年4月～6月30日までに、タント・トール・ブーンのスマートアシストⅢ搭載グレードの新車と純正ナビをセット
でご成約の上、2019年9月末日までにご登録・届出いただくことを条件に108,000円（消費税込み）割引いたします。 
■純正ナビご購入の合計金額が108,000円（消費税込み）に満たない場合は、純正ナビご購入の合計金額が割引の上
限となります。 ■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。 ■販売会社によって、期間・内容・
対象ナビ・条件が異なる場合がございます。 ■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。 ■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。 

車 種

象対

10,800円 購入補助いたします！
■詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

全車種スマートアシスト
搭載車（新車）ご購入で

NEW

ワンダフルクレジット
ダイハツの残価設定クレジット

車両本体価格の一部をあらかじめ残価（5年後の買取
り価格）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。

●ワンダフルクレジットのご利用にはワンダフルパスポート54へのご入
会が条件となります。●お支払い期間：5年コース（61回）となります。
＊1：ダイハツの新車にお乗り換えの場合または車両をご返却いただく
場合は、最終回お支払い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である場合には、別途精算金を頂戴いた
します。＊2：お乗り続ける場合で再クレジット利用時の割賦手数料率は、
再クレジット契約成立時点のダイハツ販売店が定める割賦手数料率を
適用します。●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。●本クレジットは、予告なく終了する場合がございま
すのであらかじめご了承ください。

残価分を引いた
金額を分割するから
通常のクレジットより
月々のお支払いが　

楽々!

1
回
分

残価（下取保証額）

乗り続けるプラン

C＊2

お乗り換えプラン

A＊1

おクルマを
ご返却

プラン

B＊1

残価
支払い

残価支払い
（一括精算または再クレジット）

0円

■2019年4月15日～6月30日までに、ムーヴ、キャスト、ミラ イース、ミラ 
トコット、ハイゼット トラックのスマートアシストⅢ・スマートアシストⅢｔ搭
載グレードの新車をご成約かつ現在ご使用の車両を下取り（メーカー・車種
問わず）として入庫いただき、2019年8月末日までに届出いただくことを条
件に 86,400円（消費税込み）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。 ■販売会社によって、期間・内容・
条件が異なる場合がございます。 ■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。あらかじめご了承ください。 ■一部の店舗では実施してい
ない場合がございます。 ■詳しくは販売会社へお問い合わせください。ミラ イースミラ イースミラ イースミラ イースムーヴムーヴムーヴムーヴ キャストキャストキャストキャスト ミラ トコットミラ トコットミラ トコットミラ トコット ハイゼット トラックハイゼット トラックハイゼット トラックハイゼット トラック

ムーヴキャンバス

ワンダフルクレジットなら 9,700円61回払い
月
々

実質年率

2.9%

※ボディカラーはブルーミングピンクメタリック〈R74〉

4WD 660㏄ CVT

仕特 登場別 車様
仕特 登場別 車様

ムーヴキャンバス G
“ホワイトアクセントリミテッド SAⅢ” 

車両本体価格

1,657,152円
（
税
込
）

●割賦元金 1,657,152円
●頭　　金 326,847円
●初回お支払額 13,787円
●月々お支払額 9,700円×49回
●ボーナス月
　（7月・12月） 65,000円×10回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 690,000円
●返却時総額 1,465,934円
●買取時総額 2,155,934円

ワンダフルクレジットなら 9,700円61回払い
月
々

実質年率

2.9%

車両本体価格

1,657,152円
（
税
込
）

●割賦元金 1,657,152円
●頭　　金 326,847円
●初回お支払額 13,787円
●月々お支払額 9,700円×49回
●ボーナス月
　（7月・12月） 65,000円×10回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 690,000円
●返却時総額 1,465,934円
●買取時総額 2,155,934円

NEW

※ボディカラーはパールホワイトⅢ〈W24〉

4WD 660㏄ CVT

ムーヴキャンバス G
“ブラックアクセントリミテッド SAⅢ” 

A 面 2校 x

machiko2019
長方形



乗り出し楽々プラン乗り出し楽々プランスリーラスタースリーラスター
下回り錆止めコーティング

ウルトラガラス
コーティング
ウルトラガラス
コーティング

2019
Daihatsu

Car
Line
Up

搭載！安全・安心が 　　充実！

両側スライドド
アで 使いやすさバツ

グン

実質年率

2.9%

通常販売価格より

169,460円

AOMORI DAIHATSU

CAR LINE UP! 

※ボディカラーのパールホワイトⅢ〈W24〉×ファインミントメタリック〈G59〉【XE7】は
　メーカーオプションで64,800円高（税込）

N221 スタンダード
メモリーナビ

V260

ますます

青森ダイハツおすすめ！

スライド
ドア

スライド
ドア

安全
安心

共通
装備付

青森ダイハツ限定 ワンピーセレクション登場青森ダイハツ限定 ワンピーセレクション登場新

エアコンフィルターエアコンフィルターワイドバイザーワイドバイザー

助手席シート
アンダートレイ
助手席シート
アンダートレイ

※車種により異なります。

青森ダイハツ
オリジナルキャラクターワンピー

ナンバーフレームナンバーフレーム フロアマットフロアマット

ワンダフルクレジットなら 9,200円61回払い
月
々

●割賦元金 1,603,800円
●頭　　金 297,800円
●初回お支払額 11,503円
●月々お支払額 9,200円×49回
●ボーナス月
　（7月・12月） 70,000円×10回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 668,000円
●返却時総額 1,460,103円
●買取時総額 2,128,103円

※ボディカラーはトニコオレンジメタリック〈R71〉

多彩なシートア
レンジで

アクティブな走
りと

モノトーンボデ
ィ

飽きのこない

シンプルデザイ
ン

荷物を抱えていてもラクラク開閉。
両側パワースライドドア

思い通りに使える。遊べる。
余裕のある快適な車内。

ワンピーセレクションワンピーセレクション

合　計 1,929,460円

1,603,800円
325,660円

車両本体価格
付属品価格

特別
価格

ベース車：ムーヴキャンバス X
“メイクアップリミテッド SAⅢ” 

カーナビ　  ドラレコ付

万円
（税込）176

ワンダフルクレジットなら 9,800円61回払い
月
々

実質年率

2.9%

ウェイク Gターボ
“リミテッド SAⅢ”

車両本体価格

1,841,400円
（
税
込
）

●割賦元金 1,841,400円
●頭　　金 320,769円
●初回お支払額 13,503円
●月々お支払額 9,800円×49回
●ボーナス月
　（7月・12月） 85,000円×10回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 682,000円
●返却時総額 1,664,472円
●買取時総額 2,346,472円

※ボディカラーはオフビートカーキメタリック〈G55〉

ワンダフルクレジットなら 9,800円61回払い
月
々

実質年率

2.9%

キャスト アクティバG
“リミテッド SAⅢ”

車両本体価格

1,566,000円
（
税
込
）

●割賦元金 1,566,000円
●頭　　金 301,259円
●初回お支払額 14,338円
●月々お支払額 9,800円×49回
●ボーナス月
　（7月・12月） 65,000円×10回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 580,000円
●返却時総額 1,445,797円
●買取時総額 2,025,797円

※ボディカラーはサニーデイブルーメタリック〈B84〉

※1：2018年5月現在。
　軽キャブトラッククラス。
　ダイハツ工業（株）調べ。

ワンダフルクレジットなら 7,700円61回払い
月
々

実質年率

2.9%

ミラトコット X “SAⅢ”

車両本体価格

1,350,000円
（
税
込
）

●割賦元金 1,350,000円
●頭　　金 291,639円
●初回お支払額 7,954円
●月々お支払額 7,700円×49回
●ボーナス月
　（7月・12月） 60,000円×10回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 500,000円
●返却時総額 1,276,893円
●買取時総額 1,776,893円

4WD 660㏄ CVT

※ボディカラーはホワイト〈W19〉

ワンダフルクレジットなら 6,100円49回払い
月
々

実質年率

2.9%

ハイゼットトラック
スタンダード “SAⅢt”

車両本体価格

1,036,800円
（
税
込
）

●割賦元金 1,036,800円
●頭　　金 190,830円
●初回お支払額 7,583円
●月々お支払額 6,100円×39回
●ボーナス月
　（7月・12月） 50,000円×8回

●最終回お支払い
①お乗り換え時 0円
②ご返却時 0円
③お買い取り時 480,000円
●返却時総額 836,313円
●買取時総額 1,316,313円

4WD 660㏄ 5MT

4WD 660㏄ CVT

4WD 660㏄ CVT

4WD 660㏄ CVT

ドデカク使おう
！

ラ プカ インナツー ラ プカ インナツー

軽トラック初※1

衝突回避支援ブレーキ機能
スマートアシストⅢt

■スマートアシストⅢt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Ⅲtは、ドライバーの判断を補助し、事故被害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ベ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Ⅲt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。■スマートアシストⅢtの詳細は販売会社に
お問い合わせください。■セーフティ・サポートカーS〈ベーシック＋〉（サポカーS〈ベーシック＋〉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。「ス
マートアシストⅢt」搭載車はサポカーS〈ベーシック＋〉に適合します。詳しくはホームページをご覧ください。 https://dport.daihatsu.co.jp/car/sapo-car

働く人とご家族の安心のために。クルマだけではなく、
歩行者との衝突回避もサポート

衝突警報機能／衝突回避支援ブレーキ機能

高速道路で起こりやすい、
車線のはみ出しを防ぐ
車線逸脱警報機能

駐車場でペダルを踏み間違えた時、
急発進を抑制

誤発進抑制制御機能（前方）

信号待ちでのうっかりを防止
先行車発進お知らせ機能

B 面 4校

machiko2019
長方形


