
メンテ・車検
税金 コミコミ

月々定額

今 話題の
マイカーリース



こんなコト ありませんか???

「もう車検か… １０万円… 」
分かってはいたけど・・・

どうしよう？と焦ったコト…

「オイル交換を勧められた。
ワイパーゴムも交換しなきゃ…」と

突然の出費に困惑したコト…

ＧＷ中に届く自動車税納付書に
「なぜ このタイミングで？」と

不満に思ったコト…



こんなコト ありませんか???

ケータイや家電の保証サービスに
「加入していて良かった！」と

ほっとしたコト…

「最近のケータイは 月々の支払いが

ほぼ定額だから助かるよ」と
計画的な支払いに満足したコト…

「自動ブレーキもついて低燃費…
最近の車はスゴイなぁ」と

新車に乗りたくなったコト…



は月々１０,８００円

月々１０,８００円で乗れる!!
（年２回ボーナス時加算 ４２,１２０円 支払総額 ５２,９２０円） ※金額は全て税込です

● フロアマット
● 車検整備（２回）
● 自動車税
● 重量税
● 自賠責保険
● オイル交換（14回）

コミコミ！

オプション
をご用意!!

● 『充実プラン』
フルメンテナンス

● 『点検プラン』
法定・安全点検（１１回）
エンジンオイル・ワイパーゴム交換

７年間！
軽新車に!!



オプションメニュー

１０,８００円プランは、車検２回（諸費用含む）
オイル交換付きのプランとなっています。
しかし、７年間のうちには、タイヤ、バッテリーなど、

お金が掛かる消耗部品の交換も必要
となります。

１．充実プラン
すべてコミコミの最上級プラン

２．点検プラン
法定点検･オイル交換・オイルエレメ
ント、ワイパーゴム交換付プラン

メンテナンスの

オプションメニュー



のオプションプラン

点検やメンテナンスの
時期になればご案内を

差し上げています。

『メンテナンスプラン』のご案内



オートローンとの違い
は何ですか？

急な出費の心配ご無用。
それが『新☆車生活』です。

の仕組み①



どうして??? 全てコミコミで

月々１０,８００円なの!?

の仕組み②

７年後の車の価値（残存価格）を予想。
それを新車価格から差し引いて、月々
のお支払額を算出しているからです。

７年後の
予想残存価格



はオプション追加ＯＫ

上級グレードを選びたい！

カーナビを装着したい!!

グレード変更も
オプション装着もできます。

月々のリース料に差額をプラスで
ご希望の仕様に乗れます。

例えば…１０万円のカーナビなら
約１,４００円/月※プラスです。

※ボーナス払いの金額、頭金によって変動します。



はボーナス“０円”ＯＫ

ボーナス払い“０円”
もできますか？

できます。

ボーナス払いを“０円”にすると
月々のお支払額は１７,８２０円になります。

逆に、ボーナス払いを増やして
月々のお支払額を抑えることも
できますのでご相談下さい。

※金額は税込です



は頭金もＯＫ！

頭金を入れる
こともできますか？

できます。

頭金を１０万円入れると
月々のお支払額は約１,４００円ダウン！

もちろん、下取車の充当もＯＫです。



リース終了時のご案内

【留意事項】
◯ 「新車に乗り替え」「返却」の場合、

精算した結果、査定価格が残存価格を下回った場合差額をご負担頂きます。

新車に
乗り替え

▶
７年後には、魅力的な車が登場し
ていることでしょう。気分一新！
新☆車生活で新車に乗りましょう。

期間延長
（再リース）

▶
７年乗れば、愛着もわきます。リー
ス期間を延長（再リース契約）して、
引続き乗ることができます。

車を返却 ▶
お車が不要であれば、返却して契
約を終了することができます。

車を
お買い上げ

▶
契約時に設定した残存価格で買い
取って、引続き乗ることができます。

１０８００円プラン

この差額が不安な方には、月々定額払いの安心感を更に追求した
上記の精算処理の無い15,660円プランもございます。



は月々１５,６６０円

月々１５,６６０円で乗れる!!
年２回ボーナス時加算 ３２,４００円 支払総額 ４８,０６０円

（ボーナス加算無しの場合 ２１,０６０円/月） ※金額は全て税込です

● フロアマット
● 車検整備（２回）
● 法定・安全点検（１１回）
● 自動車税
● 重量税
● 自賠責保険

コミコミ！

さらに
コミコミ!!

● エンジンオイル交換
● バッテリー交換（２回）
● タイヤ交換（８本）
● ワイパーゴム交換（６回）
● その他消耗品交換

7年間！
軽新車に!!



のメンテナンス内容

点検やメンテナンスの
時期になればご案内を

差し上げています。



各プランの比較

１０,８００円プランには、メンテナンスは車検２回（諸費用含む）
オイル交換しか含まれていません。しかし、７年間のうちには、
タイヤ、バッテリーなど、けっこうお金が掛かる消耗部品の交換
も必要となります。
１５,６６０円プランは、車検２回、オイル交換だけでなく、期間
分の法定点検、タイヤ交換２回分、バッテリー交換２回分の
交換部品も含まれています。

１５,６６０円プラン と
１０,８００円プラン

あなたはどちらを選びますか!?

１０,８００円プランはあらかじめ設定された残価と７年後の車

の査定価格で差額を精算する必要があります。

査定価格によっては追加で支払いが発生する場合があります。
ちょっと不安ありませんか・・・？

でも１５,６６０円プランは７年後の精算は必要ありません。

この２つのプラン良く住宅ローンに例えられ
10800円が変動金利15660円が固定金利の考え方に似ています。
当面でも、やっぱり安いのは魅力的だと言う方は

10,800円プランが良いでしょうし
将来的なことも考えて、トータルでお値打ちにと言う方は

15,660円プランが良いでしょう。



各プランの比較

１０,８００円/月プラン １５,６６０円/月プラン

メ ン テ ナ ン ス

車検整備２回、
オイル交換付き。

オプションで『充実プラン』
（＋２,７００/月）があります。

充実のメンテナンスが
標準で付帯されます

リ ー ス 終 了 時
残 存 価 格 の 精 算

残存価格と査定価格の

差額の精算があります。 基本的に残存価格と
査定価格の差額の

精算がありませんので、
スムーズに

次の新車へ乗替えできます。

【 残存価格 ＞ 査定価格 】
⇒ 差額分をご負担頂きます。

【 残存価格 ＜ 査定価格 】
⇒ 差額分をキャッシュバック。

年 間 リ ー ス 料

【充実プラン無】

２１３,８４０円
（１７，８２０円/月）

※ボーナス月加算無し ２５２,７２０円

（２１，０６０円/月）
※ボーナス月加算無し

【充実プラン付】

２４６,２４０円
（２０，５２０円/月）

※ボーナス月加算無し

月々１０，８００円と
月々１５，６６０円、
どちらのプランでも
御見積できます。



リース終了時のご案内

【留意事項】

・契約走行距離（８００ｋｍ/月）を超過すると、
所定の料金をお支払い頂くことがあります。

・内外装のキズ・凹みなどは原則、修理して頂きます。

また15660円プランで
リース終了後に再リースやお買い上げの場合は、その時点での
査定価格で再リース・お買い上げとなりますのでご相談下さい。

新車に
乗り替え

▶
７年後には、魅力的な車が登場し
ていることでしょう。気分一新！
新☆車生活で新車に乗りましょう。

期間延長
（再リース）

▶
７年乗れば、愛着もわきます。リー
ス期間を延長（再リース契約）して、
引続き乗ることができます。

車を返却 ▶
お車が不要であれば、返却して契
約を終了することができます。

車を
お買い上げ

▶
７年乗った車を買い取って、引続き
乗ることができます。

１５６６０円プラン

年間9600km、７年で67200km





だけの特典

メーカー保証が終了
その後の保証が心配!?

◆５年までは無料で保証

◆７年までプラス５４０円（税込）で保証



あなたもさっそく！

御見積をしてみませんか?

軽自動車 全メーカー御見積ＯＫ！


