
新車新車新車新車のののの軽軽軽軽がががが

月月月月

々々々々
1万円1万円1万円1万円!!!!!!!!

　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　頭金0円諸費用込　7年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付!!頭金0円諸費用込　7年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付!!頭金0円諸費用込　7年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付!!頭金0円諸費用込　7年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付!!

     　 N-BOX G     　 N-BOX G     　 N-BOX G     　 N-BOX G

　 　 　 　 ﾊｽﾗｰﾊｽﾗｰﾊｽﾗｰﾊｽﾗｰ　　　　HYBRID-GHYBRID-GHYBRID-GHYBRID-G ｴﾌﾞﾘｨ JOIN Sｻﾎﾟｰﾄｴﾌﾞﾘｨ JOIN Sｻﾎﾟｰﾄｴﾌﾞﾘｨ JOIN Sｻﾎﾟｰﾄｴﾌﾞﾘｨ JOIN Sｻﾎﾟｰﾄ

SDﾅﾋﾞ　ﾎﾞﾃﾞｨｺ‐ﾄﾊﾟｯｸSDﾅﾋﾞ　ﾎﾞﾃﾞｨｺ‐ﾄﾊﾟｯｸSDﾅﾋﾞ　ﾎﾞﾃﾞｨｺ‐ﾄﾊﾟｯｸSDﾅﾋﾞ　ﾎﾞﾃﾞｨｺ‐ﾄﾊﾟｯｸ　　　　＋＋＋＋2,000円2,000円2,000円2,000円

        ETCETCETCETC

 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

　　　　（年4回）　　　　（年4回）　　　　（年4回）　　　　（年4回）  ﾚｺ‐ﾀﾞ‐ ﾚｺ‐ﾀﾞ‐ ﾚｺ‐ﾀﾞ‐ ﾚｺ‐ﾀﾞ‐

ｶﾞﾗｽ系ｶﾞﾗｽ系ｶﾞﾗｽ系ｶﾞﾗｽ系

　ﾎﾞﾃﾞｨ　ﾎﾞﾃﾞｨ　ﾎﾞﾃﾞｨ　ﾎﾞﾃﾞｨ

　ｺｰﾄ　ｺｰﾄ　ｺｰﾄ　ｺｰﾄ

※ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｯｸは上記部品の定期交換部品代金と交換工賃を含みます。その他の消耗品の交換部品代金及び交換工賃は

別途頂戴致します。車検時重量税、自賠責保険、印紙代、消耗品、交換部品代金及び交換工賃は別途頂戴致します

※自由払い型オートローンでのお支払いとなります。お客様のライフスタイルに合わせて月々のお支払いパターンがお選び

頂けます。スポット返済や支払いスキップも可能です（月々のお支払い金額変更は期間中で6回迄可能です）

※ローン完済後、残価が発生します。査定額が残価を下回った場合は、差額はお客様のご負担となります

※上記の支払いプランはほんの一例です。その他のプラン等、詳しくはスタッフまでお問い合わせください

点検整備点検整備点検整備点検整備

お乗りの間のお乗りの間のお乗りの間のお乗りの間の

車検点検車検点検車検点検車検点検

整備整備整備整備

月々月々月々月々1万円1万円1万円1万円×83回×83回×83回×83回

車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格　1,295,800円　1,295,800円　1,295,800円　1,295,800円

ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）

月々月々月々月々1万円1万円1万円1万円×83回×83回×83回×83回

月々月々月々月々1万円　×83回×83回×83回×83回

　後方高感度　後方高感度　後方高感度　後方高感度

　　ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ　　ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ　　ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ　　ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ

車両本体価格　1,339,800円車両本体価格　1,339,800円車両本体価格　1,339,800円車両本体価格　1,339,800円

　ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）

月々月々月々月々1万円1万円1万円1万円　　　　×83回×83回×83回×83回

車両本体価格　1,365,100円車両本体価格　1,365,100円車両本体価格　1,365,100円車両本体価格　1,365,100円

ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）

SDﾅﾋﾞ地ﾃﾞｼﾞSDﾅﾋﾞ地ﾃﾞｼﾞSDﾅﾋﾞ地ﾃﾞｼﾞSDﾅﾋﾞ地ﾃﾞｼﾞ

録音DVD再生録音DVD再生録音DVD再生録音DVD再生

BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth

 　ｵｲﾙ交換 　ｵｲﾙ交換 　ｵｲﾙ交換 　ｵｲﾙ交換

 　永年無料 　永年無料 　永年無料 　永年無料

　ｷｰﾚｽ電池　ｷｰﾚｽ電池　ｷｰﾚｽ電池　ｷｰﾚｽ電池

　ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ　ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ　ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ　ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ

　　　　ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ

85,800円85,800円85,800円85,800円相当メンテを相当メンテを相当メンテを相当メンテを無料!!無料!!無料!!無料!!でお付け致しますでお付け致しますでお付け致しますでお付け致します

 半年毎の　 半年毎の　 半年毎の　 半年毎の　

ｽｹｼﾞｭｰﾙｽｹｼﾞｭｰﾙｽｹｼﾞｭｰﾙｽｹｼﾞｭｰﾙ

  ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　L-SAⅢ  ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　L-SAⅢ  ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　L-SAⅢ  ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　L-SAⅢ

車両本体価格　1,276,000円車両本体価格　1,276,000円車両本体価格　1,276,000円車両本体価格　1,276,000円

ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）

月々月々月々月々1万円1万円1万円1万円×83回×83回×83回×83回

ｽﾍﾟｰｼｱｽﾍﾟｰｼｱｽﾍﾟｰｼｱｽﾍﾟｰｼｱ    HYBRID-GHYBRID-GHYBRID-GHYBRID-G

車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格　1,358,500円　1,358,500円　1,358,500円　1,358,500円

月々月々月々月々1万円1万円1万円1万円　×83回×83回×83回×83回

        ﾀﾝﾄ　Lｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ    ﾀﾝﾄ　Lｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ    ﾀﾝﾄ　Lｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ    ﾀﾝﾄ　Lｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ

車両本体価格　1,331,000円車両本体価格　1,331,000円車両本体価格　1,331,000円車両本体価格　1,331,000円

　ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回））））ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）ﾎﾞｰﾅｽ4万円（年2回）

ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾌﾘｰﾀﾞﾑﾌﾘｰﾀﾞﾑﾌﾘｰﾀﾞﾑ1

全メーカー全メーカー全メーカー全メーカー

全車種対応全車種対応全車種対応全車種対応

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円×83回×83回×83回×83回

　　　　　　　　月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円!!!!!!!!

     ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ HYBRID-XZ　　     ｴﾌﾞﾘｨW　PZﾀｰﾎﾞSｻﾎﾟｰﾄ　　　      ｼﾞﾑﾆｰ XL4WD AT     ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ HYBRID-XZ　　     ｴﾌﾞﾘｨW　PZﾀｰﾎﾞSｻﾎﾟｰﾄ　　　      ｼﾞﾑﾆｰ XL4WD AT     ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ HYBRID-XZ　　     ｴﾌﾞﾘｨW　PZﾀｰﾎﾞSｻﾎﾟｰﾄ　　　      ｼﾞﾑﾆｰ XL4WD AT     ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ HYBRID-XZ　　     ｴﾌﾞﾘｨW　PZﾀｰﾎﾞSｻﾎﾟｰﾄ　　　      ｼﾞﾑﾆｰ XL4WD AT

車両本体価格　1,650,000円車両本体価格　1,650,000円車両本体価格　1,650,000円車両本体価格　1,650,000円

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円×83回×83回×83回×83回

本当か？とお疑いかと思います。まずはご来店のうえ、私共を厳しくお試しください本当か？とお疑いかと思います。まずはご来店のうえ、私共を厳しくお試しください本当か？とお疑いかと思います。まずはご来店のうえ、私共を厳しくお試しください本当か？とお疑いかと思います。まずはご来店のうえ、私共を厳しくお試しください  新車軽1万円の 新車軽1万円の 新車軽1万円の 新車軽1万円の

とにかく正直にやって創業50周年!! 　おかげ様で草津市ｸﾁｺﾐﾅﾝﾊﾞｰ1のお店　とにかく正直にやって創業50周年!! 　おかげ様で草津市ｸﾁｺﾐﾅﾝﾊﾞｰ1のお店　とにかく正直にやって創業50周年!! 　おかげ様で草津市ｸﾁｺﾐﾅﾝﾊﾞｰ1のお店　とにかく正直にやって創業50周年!! 　おかげ様で草津市ｸﾁｺﾐﾅﾝﾊﾞｰ1のお店　  のぼりが目印!! のぼりが目印!! のぼりが目印!! のぼりが目印!!

　軽1万円　滋賀軽1万円　滋賀軽1万円　滋賀軽1万円　滋賀

車両本体価格　1,644,500円車両本体価格　1,644,500円車両本体価格　1,644,500円車両本体価格　1,644,500円

ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円×83回×83回×83回×83回

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円!!!!!!!!

ﾀﾝﾄ　ｶｽﾀﾑXｽﾏｰﾄｱｼｽﾄﾀﾝﾄ　ｶｽﾀﾑXｽﾏｰﾄｱｼｽﾄﾀﾝﾄ　ｶｽﾀﾑXｽﾏｰﾄｱｼｽﾄﾀﾝﾄ　ｶｽﾀﾑXｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ

 車両本体価格　1,699,500円 車両本体価格　1,699,500円 車両本体価格　1,699,500円 車両本体価格　1,699,500円

ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）

　　N-BOXｶｽﾀﾑG・Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ　　N-BOXｶｽﾀﾑG・Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ　　N-BOXｶｽﾀﾑG・Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ　　N-BOXｶｽﾀﾑG・Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ

車両本体価格　1,746,800円車両本体価格　1,746,800円車両本体価格　1,746,800円車両本体価格　1,746,800円

ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）

    ｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ HYBRID-XSｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ HYBRID-XSｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ HYBRID-XSｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ HYBRID-XS

車両本体価格　1,721,500円車両本体価格　1,721,500円車両本体価格　1,721,500円車両本体価格　1,721,500円

ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円×83回×83回×83回×83回

ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）

車両本体価格　1,710,500円車両本体価格　1,710,500円車両本体価格　1,710,500円車両本体価格　1,710,500円

ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）ボーナス4万円（年2回）

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円×83回×83回×83回×83回

月々月々月々月々1.5万円1.5万円1.5万円1.5万円×83回×83回×83回×83回

定番のｶｽﾀﾑｸﾞﾚｰﾄﾞ定番のｶｽﾀﾑｸﾞﾚｰﾄﾞ定番のｶｽﾀﾑｸﾞﾚｰﾄﾞ定番のｶｽﾀﾑｸﾞﾚｰﾄﾞ!! 全ﾒｰｶｰ全ﾒｰｶｰ全ﾒｰｶｰ全ﾒｰｶｰ 全車種全車種全車種全車種 各色対応各色対応各色対応各色対応

頭金頭金頭金頭金0円諸費用込円諸費用込円諸費用込円諸費用込 7年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付!!

レジャーに大活躍レジャーに大活躍レジャーに大活躍レジャーに大活躍!! 全ﾒｰｶｰ全車種全ﾒｰｶｰ全車種全ﾒｰｶｰ全車種全ﾒｰｶｰ全車種 各色対応各色対応各色対応各色対応

頭金頭金頭金頭金0円諸費用込円諸費用込円諸費用込円諸費用込 7年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付年間の車検、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付!!

掲載車両以外も掲載車両以外も掲載車両以外も掲載車両以外もOK!! お問い合わせくださいお問い合わせくださいお問い合わせくださいお問い合わせください

登録済未使用車もあります登録済未使用車もあります登録済未使用車もあります登録済未使用車もあります 台数限定台数限定台数限定台数限定!!

検索検索検索検索

Color's草津店 (株）奥村ﾓｰﾀｰｽ

草津市橋岡町草津市橋岡町草津市橋岡町草津市橋岡町42-1 水曜日定休日

TEL 077-563-4455



  ●  ●  ●  ●メリットメリットメリットメリット

 ①月々1万円～の最低限のご予算で欲しい新車、未使用車に乗れる（ﾎﾝﾄに乗れます!）

 ②ﾘｰｽではないのでお好きなﾀｲﾐﾝｸﾞで乗り換え可能!!（途中解約でｷｬﾝｾﾙ料金等は発生
　しません）乗り換えのﾀｲﾐﾝｸﾞでお車の査定を行います

 ③お客様のﾗｲﾌｽﾀｲﾙに合わせて月々のお支払いﾊﾟﾀｰﾝ（金額変更もOK、期間中6回迄）
　がお選び頂けて、住宅ﾛｰﾝのようにｽﾎﾟｯﾄ返済や支払いｽｷｯﾌﾟも可能です

 ④お乗りの間の車検点検整備、半年毎の点検、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換等のﾒﾝﾃﾅﾝｽが付いている
　（弊社交換部品+作業工賃で約181,000円!! ）ので家計の支出管理が楽ちんです

 ⑤ご購入を検討されているお車のｸﾞﾚｰﾄﾞ、車種等でご不安な点は丁寧にご説明して
　　ﾘｾｰﾙﾊﾞﾘｭｰの高い車種、ｸﾞﾚｰﾄﾞ、ｵﾌﾟｼｮﾝ等のご提案もさせて頂きます

　　　　●●●●デメリットデメリットデメリットデメリット

 ①7年ﾛｰﾝの場合、残価を設定する必要があるので、査定額が残価を下回った場合は
　差額はお客様負担となってしまう(ｷﾚｲにお乗りならﾌﾟﾗｽ査定もあるかも!!)

 ②ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽとは異なり、税金関係は含みませんので、毎年の自動車税、車検時の重
　量税、自賠責保険料はお客様で負担して頂くことになります

 ③ﾀｲﾔ（ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ含む）ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ﾍﾞﾙﾄ関係等の交換部品が出た場合はお客様負担です

　　　　●●●●ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1はこんなﾌﾘｰﾀﾞﾑ1はこんなﾌﾘｰﾀﾞﾑ1はこんなﾌﾘｰﾀﾞﾑ1はこんな悩悩悩悩みのあるみのあるみのあるみのある方方方方にｵｽｽﾒにｵｽｽﾒにｵｽｽﾒにｵｽｽﾒ

　車を購入したら長く乗りたいが、最近の軽は金額も高く、ﾛｰﾝ購入でも月々の支払い
　が結構ｷﾂｲし、貯金にも手を付けたくないので月々最低限の支払いで乗りたい

　他店でﾘｰｽを勧められたが、月間の走行距離等の取り決めや、残価、途中解約の違約
　金等で縛りが多そうでなんか面倒くさい・・そもそも本当に月々1万円で乗れる？
 　 　 　 　
　ﾘｰｽ、残価設定ﾛｰﾝはｼｽﾃﾑがよくわからない・・欲しい車種、ｸﾞﾚｰﾄﾞ等あまり知らな
　い。満了時の査定金額も設定した金額で大丈夫かわからないし、なんか不安・・

　車検やﾒﾝﾃ等で思わぬ出費が出ていくのが痛い。月々均等で支払いが出来たら・・

         弊社独自 弊社独自 弊社独自 弊社独自のののの自由設定型自由設定型自由設定型自由設定型ﾛｰﾝﾛｰﾝﾛｰﾝﾛｰﾝ「「「「ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1」」」」のののの特徴特徴特徴特徴

　   奥村ﾓｰﾀｰｽ　color’s草津店　草津市橋岡町42-1　　　   奥村ﾓｰﾀｰｽ　color’s草津店　草津市橋岡町42-1　　　   奥村ﾓｰﾀｰｽ　color’s草津店　草津市橋岡町42-1　　　   奥村ﾓｰﾀｰｽ　color’s草津店　草津市橋岡町42-1　　

TEL 077-563-4455　TEL 077-563-4455　TEL 077-563-4455　TEL 077-563-4455　

　おおおお客様客様客様客様のののの悩悩悩悩みみみみ、、、、ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ならﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ならﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ならﾌﾘｰﾀﾞﾑ1なら解決致解決致解決致解決致します!! おします!! おします!! おします!! お気軽気軽気軽気軽にｽﾀｯﾌまでにｽﾀｯﾌまでにｽﾀｯﾌまでにｽﾀｯﾌまで

       ﾒﾝﾃﾅﾝｽ       ﾒﾝﾃﾅﾝｽ       ﾒﾝﾃﾅﾝｽ       ﾒﾝﾃﾅﾝｽ付付付付きなのできなのできなのできなので安心安心安心安心してしてしてして乗乗乗乗れますよ!!れますよ!!れますよ!!れますよ!!

1位　ｽﾍﾟ-ｼｱｶｽﾀﾑ　2位　NBOXｶｽﾀﾑ　　3位　ﾊｽﾗｰ　　　4位　ﾀﾝﾄｶｽﾀﾑ　　　5位　ｽﾍﾟｰｼｱ1位　ｽﾍﾟ-ｼｱｶｽﾀﾑ　2位　NBOXｶｽﾀﾑ　　3位　ﾊｽﾗｰ　　　4位　ﾀﾝﾄｶｽﾀﾑ　　　5位　ｽﾍﾟｰｼｱ1位　ｽﾍﾟ-ｼｱｶｽﾀﾑ　2位　NBOXｶｽﾀﾑ　　3位　ﾊｽﾗｰ　　　4位　ﾀﾝﾄｶｽﾀﾑ　　　5位　ｽﾍﾟｰｼｱ1位　ｽﾍﾟ-ｼｱｶｽﾀﾑ　2位　NBOXｶｽﾀﾑ　　3位　ﾊｽﾗｰ　　　4位　ﾀﾝﾄｶｽﾀﾑ　　　5位　ｽﾍﾟｰｼｱ

　6位 ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ 　　7位　ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ　8位　ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ　9位　ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　　10位　ｼﾞﾑﾆｰ　6位 ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ 　　7位　ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ　8位　ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ　9位　ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　　10位　ｼﾞﾑﾆｰ　6位 ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ 　　7位　ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ　8位　ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ　9位　ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　　10位　ｼﾞﾑﾆｰ　6位 ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ 　　7位　ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ　8位　ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ　9位　ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ　　10位　ｼﾞﾑﾆｰ

　　（年4回）（年4回）（年4回）（年4回）

　　　　　　ｷｰﾚｽ電池　　　　　　　ｷｰﾚｽ電池　　　　　　　ｷｰﾚｽ電池　　　　　　　ｷｰﾚｽ電池　

※ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽは車検2回、自動車税毎年、ｽｹｼﾞｭｰﾙ点検7回、法定点検4回、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換13回、ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ交換

6回、ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ交換6回、ﾌﾞﾚｰｷｵｲﾙ交換2回、ﾗｼﾞｴｰﾀｰ冷却水交換2回が含まれております

いかがでしょうか？いかがでしょうか？いかがでしょうか？いかがでしょうか？ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ですと、こちらのﾊｽﾗｰが完全に月々1万円での支払い設定が可能ですﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ですと、こちらのﾊｽﾗｰが完全に月々1万円での支払い設定が可能ですﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ですと、こちらのﾊｽﾗｰが完全に月々1万円での支払い設定が可能ですﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ですと、こちらのﾊｽﾗｰが完全に月々1万円での支払い設定が可能です

（ﾎﾞｰﾅｽなし均等払いも可能）　（ﾎﾞｰﾅｽなし均等払いも可能）　（ﾎﾞｰﾅｽなし均等払いも可能）　（ﾎﾞｰﾅｽなし均等払いも可能）　ﾘｰｽでのお支払いは残価金額が相当低く設定されるのと、総支払いﾘｰｽでのお支払いは残価金額が相当低く設定されるのと、総支払いﾘｰｽでのお支払いは残価金額が相当低く設定されるのと、総支払いﾘｰｽでのお支払いは残価金額が相当低く設定されるのと、総支払い

額が高くなるところが考えものですね。是非ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1をご検討してみてください!!額が高くなるところが考えものですね。是非ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1をご検討してみてください!!額が高くなるところが考えものですね。是非ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1をご検討してみてください!!額が高くなるところが考えものですね。是非ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1をご検討してみてください!!

488,607円488,607円488,607円488,607円

1,878,607円1,878,607円1,878,607円1,878,607円

　　　　整備整備整備整備

　　　　半年毎の半年毎の半年毎の半年毎の

　　　　ｽｹｼﾞｭｰﾙｽｹｼﾞｭｰﾙｽｹｼﾞｭｰﾙｽｹｼﾞｭｰﾙ

ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ

ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ

　　　　お乗りの間のお乗りの間のお乗りの間のお乗りの間の

84回84回84回84回

月々支払い額月々支払い額月々支払い額月々支払い額 14,700円14,700円14,700円14,700円 15,000円15,000円15,000円15,000円 18,260円18,260円18,260円18,260円

ﾊｽﾗｰHV-GﾊｽﾗｰHV-GﾊｽﾗｰHV-GﾊｽﾗｰHV-G　　　　152万円152万円152万円152万円

支払い回数支払い回数支払い回数支払い回数

通常ローン通常ローン通常ローン通常ローン

84回84回84回84回

残価設定ﾛｰﾝ残価設定ﾛｰﾝ残価設定ﾛｰﾝ残価設定ﾛｰﾝ

61回61回61回61回

フリ-ダム1フリ-ダム1フリ-ダム1フリ-ダム1

4万円4万円4万円4万円

弊社軽　売れ筋ランキング　ベスト10!!

84回84回84回84回

1万円1万円1万円1万円

　　　　車検点検車検点検車検点検車検点検

ｵｲﾙ交換ｵｲﾙ交換ｵｲﾙ交換ｵｲﾙ交換

永年無料永年無料永年無料永年無料

相当ﾒﾝﾃを相当ﾒﾝﾃを相当ﾒﾝﾃを相当ﾒﾝﾃを無料!!無料!!無料!!無料!!でお付け致しますでお付け致しますでお付け致しますでお付け致します

※試算  ※試算  ※試算  ※試算  ﾊｽﾗｰHYBRID-G  車両本体価格　1,365,100円ﾊｽﾗｰHYBRID-G  車両本体価格　1,365,100円ﾊｽﾗｰHYBRID-G  車両本体価格　1,365,100円ﾊｽﾗｰHYBRID-G  車両本体価格　1,365,100円

諸費用込み総額　1,520,000円諸費用込み総額　1,520,000円諸費用込み総額　1,520,000円諸費用込み総額　1,520,000円

★ﾌﾟﾗｽ特典★ﾌﾟﾗｽ特典★ﾌﾟﾗｽ特典★ﾌﾟﾗｽ特典　ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1　ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1　ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1　ﾌﾘｰﾀﾞﾑ1ならならならなら85,800円85,800円85,800円85,800円

　　　　点検整備点検整備点検整備点検整備

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ

総支払い額総支払い額総支払い額総支払い額 1,798,623円1,798,623円1,798,623円1,798,623円 1,776,314円1,776,314円1,776,314円1,776,314円 2,149,840円2,149,840円2,149,840円2,149,840円

残価金額残価金額残価金額残価金額 なしなしなしなし 476,314円476,314円476,314円476,314円 251,000円251,000円251,000円251,000円

ﾎﾞｰﾅｽ年2回ﾎﾞｰﾅｽ年2回ﾎﾞｰﾅｽ年2回ﾎﾞｰﾅｽ年2回 4万円4万円4万円4万円 4万円4万円4万円4万円 44,000円44,000円44,000円44,000円


