
■エコカー減税(環境対応車普及促進税制)の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは営業スタッフまでお問い合せください。 
■車両本体価格は、スペアタイヤ(応急タイヤ)、スペアタイヤレス仕様車はタイヤパンク応急修理セット、タイヤ交換工具付の現金価格（消費税10%込み）です。■オプションおよび取付費は車両本体価格には含まれておりま
せん。■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の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。■一部の店舗、販売店では展示していない車種もございます。また、
掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
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消費税率

10表示

誤発進抑制装置付（前方・後方）誤発進抑制装置付（前方・後方）

NEW
特別仕様車

オーディオレスオーディオレス

NEW NEW

NEW
特別仕様車

オーディオレスオーディオレス

小型乗用車
5人乗り

1000CC
小型乗用車
5人乗り

1000CC

1,457,500円
33,000円お得!メーカー希望小売価格

1,490,500円（消費税10%込み）から

車両本体価格 ワンプライス
（消費税10%込み）

オーディオレスオーディオレス オーディオレスオーディオレス

消費税抜き価格
1,325,000円〈   　　　  〉 1,738,000円

44,000円お得!メーカー希望小売価格
1,782,000円（消費税10%込み）から

車両本体価格 ワンプライス
（消費税10%込み）

消費税抜き価格
1,580,000円〈   　　　  〉

1,930,500円〈消費税抜き価格1,755,000円〉

小型乗用車＜CVT・2WD＞ 小型乗用車＜CVT・2WD＞

メーカー希望小売価格 車両本体価格（消費税10%込み）1,639,000円〈消費税抜き価格1,490,000円〉メーカー希望小売価格 車両本体価格（消費税10%込み）

営業スタッフまでお問い合わせください。
2019年モデル

■次世代スマートアシスト・スマートアシストⅢに頼った運転は絶対に行わないでください。次世代スマートアシスト・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。　■次世代スマートアシスト・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。
■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。　■このほか、重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。　■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。 
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■車両本体価格は、スペアタイヤ（応急タイヤ）、スペアタイヤレス仕様車はタイヤパンク応急修理セット、タイヤ交換工具付の現金価格（消費税込）です。■オプションおよび取付費は車両本体価格には含まれておりません。■保険料、税金（消費税は除く）、登録料等の諸費
用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施工により、リサイクル料金が別途必要となります。※掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。
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247 カインズホーム
半田店
カインズホーム
半田店

パワードームパワードーム
【営業時間】9:30～18:30 【定休日】毎週火曜日・祝祭日

〒475-0862 愛知県半田市住吉町一丁目24番地1
TEL：0569-32-4700　FAX：0569-32-4701

www.daihatsu-handa.com
ダイハツ半田北 検索

連動前後
カメラドラレコ

ETC車載器地デジナビ のの

DRV-N530
〈フロント〉

DRV-N530
〈リア〉

ハイレゾ対応・専用ドライブレコーダー連携
地上デジタルTVチューナー /bluetooth 内蔵 /DVD/USB/SD AVナビゲーション

ETC車載器ETC車載器ETC車載器ETC車載器7インチ地デジナビ・連動前後カメラドライブレコーダー7インチ地デジナビ・連動前後カメラドライブレコーダー7インチ地デジナビ・連動前後カメラドライブレコーダー7インチ地デジナビ・連動前後カメラドライブレコーダー

158,900円158,900円158,900円158,900円
お車ご購入時に限り、下記の3点セットを格安で販売いたします！お車ご購入時に限り、下記の3点セットを格安で販売いたします！

（ 取付工賃込み）消費税込み（ 取付工賃込み）消費税込み

安心セット3W！安心セット3W！

10/5     ・610/5     ・6土 日 へ！！ダイハツ半田北 ご家族、ご友人もお誘い合わせの上、ぜひお越しください。

Photo：ムーヴ X“リミテッド Ⅱ SA Ⅲ”
ボディカラーはスカイブルーM〈B83〉

X“LimitedⅡ SA Ⅲ”

G “VS SA Ⅲ”

Photo:キャスト スタイル G“VS SA Ⅲ”
ボディカラーのファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉
+デザインフィルムトップ（クリスタル調 /ホワイト）は

メーカーオプションで44,00０円高（消費税10%込み）

Photo:キャスト アクティバ G “VS SA Ⅲ”
ボディカラーのスプラッシュブルーメタリック〈B80〉

+デザインフィルムトップ（カーボン調 /ブラック）は
メーカーオプションで44,00０円高（消費税10%込み）

G“VSSA Ⅲ”

ミラトコット

ミラトコット

ミラトコットミラトコット ムーヴムーヴムーヴムーヴ 特別仕様車が登場！！特別仕様車が登場！！キャストキャストキャストキャスト
（アクティバ・スタイル）（アクティバ・スタイル）

Photo:ミラ トコット G “リミテッド SA Ⅲ”
ボディカラーはセラミックグリーンM〈G61〉

誤発進抑制装置付（前方・後方）
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オーディオレスオーディオレス
誤発進抑制装置付（前方・後方）

NEW
特別仕様車

誤発進抑制装置付（前方・後方）

NEW
特別仕様車

オーディオレスオーディオレス
誤発進抑制装置付（前方・後方）

NEW
特別仕様車

オーディオレスオーディオレス

オーディオレスオーディオレス

G “Limited SA Ⅲ” ★パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック　●ステアリン
グスイッチ（オーディオ操作用）　●フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ
（トップ &フロントビュー / フロントワイドビュー /レフト & ライトサイドビュー
/トップ&リヤビュー /レフトサイド&リヤビュー /リヤワイドビュー）　
●16cmリヤスピーカー　●GPS アンテナ・フルセグ TV フィルムアンテナ
用ハーネス ※純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証はいたしかねま
す。 ※字光式ナンバープレートは装着できません。 ※パノラマモニター機能をナビ画面
でご利用頂く場合、別途ディーラーオプション２０１９年モデルパノラマモニター対応純
正ナビが必要となります。詳しくは営業スタッフまで。
★シートヒーター（運転席 / 助手席）　★パイピング付フルファブリックシート
★オートエアコン　★オートライト　

ミラ トコットG“リミテッド SA Ⅲ”特別装備
★LED ヘッドランプ（ロービーム・マニュアルレベリング機能付）
★純正ナビ装着用アップグレードパック　●ステアリングスイッチ（オーディ
オ操作用）　●バックカメラ　●16ｃｍリヤスピーカー&ツィーター　
●GPSアンテナ　●フルセグTVアンテナ
※純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。 
※字光式ナンバープレートは装着できません。
★ブラックインテリアパック　●フルファブリックシート（ブラック）　●革巻ス
テアリングホイール（メッキオーナメント付）　●メッキインナードアハンドル
●ドアトリム（ブラック）　●オーディオパネル（プレミアムシャインブラック）

ムーヴ X“リミテッド Ⅱ SA Ⅲ”特別装備

★インテリアアクセントカラー　●インパネガーニッシュ　●レザー調ドアトリム表皮
★パノラマモニター対応 純正ナビ装着用アップグレードパック　●ステアリ
ングスイッチ（オーディオ操作用）　●フロントカメラ、サイドカメラ、バックカ
メラ　●16ｃｍリヤスピーカー & ツィーター　●GPS アンテナ　●フルセ
グTVフィルムアンテナ用ハーネス
※純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。 ※字光式
ナンバープレートは装着できません。 ※パノラマモニター機能をナビ画面でご利用頂
く場合、別途ディーラーオプション２０１９年モデルパノラマモニター対応純正ナビが
必要となります。詳しくは営業スタッフまで。
★シートヒーター（運転席 / 助手席）

キャスト スタイルG“VS SA Ⅲ”特別装備
★インテリアアクセントカラー 　●インパネガーニッシュ　●レザー調ドア
トリム表皮　●サイドエアコンレジスターベゼルリング   ★パノラマモニ
ター対応 純正ナビ装着用アップグレードパック　●ステアリングスイッチ
（オーディオ操作用）　●フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ　●16
ｃｍリヤスピーカー & ツィーター　●GPS アンテナ　●フルセグ TV フィ
ルムアンテナ用ハーネス ※純正以外のナビゲーションを装着した場合、動
作の保証は致しかねます。 ※字光式ナンバープレートは装着できません。 
※パノラマモニター機能をナビ画面でご利用頂く場合、別途ディーラーオプ
ション２０１９年モデルパノラマモニター対応純正ナビが必要となります。詳
しくは営業スタッフまで。
★シートヒーター（運転席 / 助手席）

キャスト アクティバG“VS SA Ⅲ”特別装備

■エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
■スマートアシストⅢ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。■車両本体価格はスペアタイヤ（応急タイヤ）、スペアタイヤレス仕様車はタイヤパンク応
急修理セット、タイヤ交換工具付の現金価格（消費税10%込み）です。■オプションおよび取付費は車両本体価格には含まれておりません。■保険料、税金（消費税は除く）、登録料等の諸費用は別
途申し受けます。■自動車リサイクル法の施工により、リサイクル料金が別途必要となります。■一部の店舗、販売店では展示していない車種もございます。また、掲載の内容は予告なく変更する場合
がございます。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
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■既にご成約済みの車両にさかのぼって適用することは出来ません。 ■このキャンペーンは予告無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。  ■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

2019年10月1日～12月1日までに、
ダイハツの軽自動車を新車でご成約頂いた方に、
イオンギフトカード3,000円分をプレゼントいたします。

10月～12月1日までに
新車ご成約で

イオンギフトカード3,000円分プレゼント!
生活応援 ご成約プレミアム

対象車種 ダイハツの軽自動車全車種

ムーヴ X
“リミテッド Ⅱ SA Ⅲ”
軽乗用車＜CVT・2WD＞

55,000円お得!メーカー希望小売価格1,276,000円
（消費税10%込み）から

1,221,000円
<消費税抜き価格 1,110,000円>

車両本体価格 
ワンプライス
（消費税10%込み）

47,300円お得!メーカー希望小売価格1,402,500円
（消費税10%込み）から

1,355,200円
<消費税抜き価格 1,232,000円>

キャスト アクティバ
G“VS SA Ⅲ”
軽乗用車＜CVT・2WD＞
車両本体価格
ワンプライス
（消費税10%込み）

53,900円お得!メーカー希望小売価格1,254,000円
（消費税10%込み）から

1,200,100円
<消費税抜き価格 1,091,000円>

ミラ トコット G
“リミテッドSA Ⅲ”
軽乗用車＜CVT・2WD＞

車両本体価格
ワンプライス
（消費税10%込み）

47,300円お得!メーカー希望小売価格1,402,500円
（消費税10%込み）から

1,355,200円
<消費税抜き価格 1,232,000円>

キャスト スタイル G
“VS SA Ⅲ”
軽乗用車＜CVT・2WD＞
車両本体価格
ワンプライス
（消費税10%込み）
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