
＝新車を気軽に快適に乗ろう！＝＝新車を気軽に快適に乗ろう！＝

維持費も含んで月々定額払いならコレに決まり！！維持費も含んで月々定額払いならコレに決まり！！

商品説明用

頭金０円でOK頭金０円でOK



プランⅠ

とはとは こんな商品です！こんな商品です！

あらかじめリース料に含まれているもの

更に

プラン

Ⅰ

車両本体

●付属品 （フロアーマット･サイドバイザー）

●登録諸費用 ●重量税（５年分） ●自動車税（５年分）

●自賠責保険（強制保険）（６１か月分） ●取得税

●車検整備関連(１回) ●１２ヶ月法定点検(３回)
●エンジンオイル交換(４回) ●ワイパープレートゴム(４回)

プラン

Ⅱ

消耗品等をプラス。
●オートマチックオイル(１回) ●LLC交換(１回)
●ブレーキパット(１回) ●点火プラグ(１回)
●ファンベルト(１回) ●エアコンベルト(１回)
●パワーステアリングベルト(１回)
●エアコンガス充填(１回) ●バッテリー交換(１回)
※タイヤはオプションとしてご希望により追加できます。

フリー
プラン

お客様のご希望のメンテナンスを

自由にお選びできるプランです。

点検、車検の時期が来たら、当店から
ご案内しますのでご来店下さい。

「プロの整備」でしっかりメンテナンス
いたしますので、

５年間安心してお乗りいただけます。
（メーカー保証付なのでで安心です。）

点検、車検の時期が来たら、当店から
ご案内しますのでご来店下さい。

「プロの整備」でしっかりメンテナンス
いたしますので、

５年間安心してお乗りいただけます。
（メーカー保証付なのでで安心です。）

５年間に車にかかる税金、

自賠責保険、車検及び点検

諸経費、消耗部品交換、

オイル交換などが含まれる

今話題の

メンテナンス代込みの

個人リースプランです。

５年間に車にかかる税金、

自賠責保険、車検及び点検

諸経費、消耗部品交換、

オイル交換などが含まれる

今話題の

メンテナンス代込みの

個人リースプランです。



はは わかりやすいわかりやすい商品です！商品です！

リース料リース料

手
間
で
面
倒

手
間
で
面
倒

いつ？どこに？いくら？わかりにくい。いつ？どこに？いくら？わかりにくい。

初
期
費
用
が
必
要

初
期
費
用
が
必
要

まとめて
月々定額

車輌代

税金
車検費用

OIL
点検費用

登録費

車輌代

OIL
点検費用

登録費

税金車検費用

あっちへ、こっち

お支払方法の比較あとは
ガソリン代

だけ!!

楽々!!

ローン・現金



１ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 １８ヶ月 ２４ヶ月 ３０ヶ月 ３６ヶ月 ４２ヶ月 ４８ヶ月 ５４ヶ月 ６０ヶ月

点検整備 新車点検 安全点検 法定点検 安全点検 法定点検 安全点検 車検整備 安全点検 法定点検 安全点検

ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ交換 ◎ ◎ ◎ ◎
ﾜｲﾊﾟｰｺ゙ﾑ交換 ◎ ◎ ◎ ◎
ＡＴＦ交換 ◎
ＬＬＣ交換 ◎
ブレーキパッド交換 ◎
点火プラグ交換 ◎

◎

期間分含まれています。

期間分含まれています。

期間分含まれています。

期間中　　　◎（１回）

期間中　　　◎（１回）
バッテリー交換 期間中　　　◎（１回）

重量税

自賠責（強制保険）

メンテナンススケジュール

ベルト類交換

諸
費
用

自動車税

経　過　月

エアコンガス充填

プ
ラ
ン
Ⅰ

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
期
間
満
了

プ
ラ
ン
Ⅱ

※タイヤ（オプション）

「整備のプロフェッショナ「整備のプロフェッショナ
メンテナンススケジュールメンテナンススケジュール

※プランⅡのタイヤはオプションとなっておりますのでご希望の場合はご相談下さい。
※上記以外の部品代、工賃は原則、実費となります。
※上記は標準走行距離１，０００ｋｍ／月（年間１２，０００ｋｍ）にて設定しています。
※メンテナンスはお客様による車両持ち込みとなっています。

メンテナンス実施時期が近づきましたら、ご案内いたしますのでご来店をお願いします。

選べるメンテプラン
独自のオリジナルプランもOK！



だから家計も安心！だから家計も安心！
計画が立てやすい！計画が立てやすい！

そんな不便を解消したのが、そんな不便を解消したのが、『『新☆車生活新☆車生活』』 でで

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

現金

楽得軽快
（リース）

新☆車生活
（リース）

ローン

【オートローンとのちがい】
◇ オートローンはお車購入時に掛かる費用だけを分割で支払う仕組みです。

したがって、オイル交換や、点検、車検（諸経費も含む）、それに税金などは含まれません
オートローンはその都度その都度、費用を用意する必要があります。

【【オートローンとのちがいオートローンとのちがい】】
◇ オートローンはお車購入時に掛かる費用だけを分割で支払う仕組みです。

したがって、オイル交換や、点検、車検（諸経費も含む）、それに税金などは含まれません
オートローンはその都度その都度、費用を用意する必要があります。

《 月 々 定 額 》
スッキリ！！



例）スズキ ワゴンＲ ＦＸ 月々定額 ２３，７３０円（６０ヶ月） の場合
※ボーナス併用払い（年２回×５年） ボーナス月加算額（年２回） ６３，０００円 ⇒ 月額 １３，２３０円（税込み）

※頭金：下取車充当可 １００，０００円（税込み）の場合 ⇒ 月額 ２１，８４０円（税込み）

はは こんなにこんなに便利便利！！！！

月々のお支払額を軽減できます！！

リース満了後は下記の４つの方法から選べます！！

１．新車に乗り換える。

●５年後に好きな新車と乗り換える。（残存価格で清算します。プラスの場合は新車の頭金に！）

２．車を買い取る。
●契約時に定めた残存価格・消費税・リサイクル料・事務手数料で買い取りできます。

３．リース期間を延長する。（２年間）

●２回目の車検費用、メンテナンス費用を含めてリース料を再計算します。

４．車両を返却して終了。

●残存価格・消費税で清算します。（お車の状態によりボーナスが発生することがあります。）

１．新車に乗り換える。

●５年後に好きな新車と乗り換える。（残存価格で清算します。プラスの場合は新車の頭金に！）

２．車を買い取る。
●契約時に定めた残存価格・消費税・リサイクル料・事務手数料で買い取りできます。

３．リース期間を延長する。（２年間）

●２回目の車検費用、メンテナンス費用を含めてリース料を再計算します。

４．車両を返却して終了。

●残存価格・消費税で清算します。（お車の状態によりボーナスが発生することがあります。）

これは

便利！
これは

便利！

☆ボーナス併用払い（年２回：合計１０回）も可能です！！

☆頭金もＯＫ！！ （下取り車を頭金に充当することもできます！）
☆ボーナス併用払い（年２回：合計１０回）も可能です！！

☆頭金もＯＫ！！ （下取り車を頭金に充当することもできます！）

助かるわ～！
助かるわ～！



重要事項

１．車両保険付の自動車保険にご加入ください。

※万一、リース車両が事故，盗難等により全損となった場合は、
リース会社と清算が発生します。これを車両保険でカバーします。

※自動車保険は当店でも取り扱っております。

月々のリース料に含めることもできますのでご相談下さい。

２．リース期間満了時には残存価格で清算をします。

※著しい過走行、キズ、事故歴等により残存価格よりお車の価値が
下回った場合は差額をいただくことがあります。
ただし、通常の年式相応の磨耗、カスリキズ等は除きます。

大切にお乗りいただき、価値が残価を上回る場合は差額をお返しいたします。



の関連リース会社

引き受けリース会社

【会社概要】

１．商号

２．設立 昭和５８年９月１０日

３．資本金 １億円 （授権資本 ４億円）

４．総資産 １３６億円（２００９年３月末）

５．本社所在地
東京都港区芝２－３－３
芝二丁目大門ビル
ＴＥＬ ： ０３－３４５２－２４６３
ＦＡＸ ： ０３－３４５２－２４６６

【株主】

株式会社 ロータス
あいおい損害保険株式会社
東京海上日動火災株式会社
明治安田生命保険相互会社
大同生命保険株式会社
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社ブリヂストン
横浜ゴム株式会社
富士興産株式会社
全日本ロータス同友会支部法人５１社



中古車と中古車と 『『新☆車生活新☆車生活』』 どっちがお得？！どっちがお得？！

◇保証 メーカー保証５年

◇お支
払い例

（例） ワゴンＲ ＦＸ の場合

ローンで中古車購入の場合

◇保証 ３ヶ月～６ヶ月

◇お支
払い例

（例） ワゴンＲ ＦＸ （３年経過車）

乗り出し価格（諸費用、整備含む）
約 ８５０，０００円

◇５年ローン （利率 ６．５％）
初回 １８，４７２円
月々 １６，６００円

新車本体価格・車検･点検
諸費用・税金・交換部品等
含まれます

５年リース

月々定額 ２３，７３０円

新車をあきらめていませんか？新車をあきらめていませんか？
中古車をお探しの貴方！

５年間：新☆車生活プランⅡと同等のメンテ
ナンスを実施した場合（諸費用含む）

合計 ３２３，６００ 円
月々 ５，４００ 円

中古車は
整備代も
かさみます

５年後の
車両価値
は・・・？

合計 初回 ２３，８７２円
月々 ２２，０００円

ピカピカ
の新車!!
ピカピカ
の新車!!

新車保証
で安心!!
新車保証
で安心!!

やっぱり
新車!!

やっぱり
新車!!



新車をあきらめていませんか？新車をあきらめていませんか？

中古車と中古車と 『『新☆車生活新☆車生活』』 どっちがお得？！どっちがお得？！

◇５年後の車の価値を新車、中古車比べると・・・？

◇中古車は新車よりメンテナンス費用がかさみます。
⇒新車は５年間のメーカー保証がありますので安心です。

◇現在お乗りのお車を頭金に充当すると、
月々の支払いが軽くなります。

例）スズキ ワゴンＲ ＦＸ 月々定額 ２３，７３０円（６０ヶ月） の場合
※頭金：下取車充当可 １００，０００円（税込み）の場合 ⇒ 月額 ２１，８４０円（税込み）

◇新車ですので希望車種、グレード、色、オプションなど
自由に選べる。
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