安心して使える中古車をお手頃価格で。

高年式軽箱バン中古車リース
高年式・低走行
の軽箱バンが 月額

14,300円

69回＊

×

（税込）

初度登録
契約時走行距離
修復歴の有無
駆動 / シフト
ボディカラー
車検有効期限
使用歴
保証期間
定期点検整備

から

2019年以降
5,000km以内
無し
2WD・4WD ／ ＡＴ
ホワイト
車検残16ヵ月以上
自家用、営業車
１年間（走行無制限）
納車時までに実施
2WD：NV100ｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝなど
4WD：ｴﾌﾞﾘｲﾊﾞﾝなど

主要車種
※写真はイメージです。

※提案させていただく車両の状態(キズ・凹み等)は、ご契約前に「車両案内シート（車両検査書・写真含む）」にてご確認いただきます。

＜ファイナンスリース＞

２ＷＤ

月額

リース料に
含まれるもの
全車
オリックス自動車保証付き

リース契約終了時の
取り扱いについて

４ＷＤ

商品番号 1006

14,300

＊リース期間について

月額リース料（月間走行距離1,500kmまで）

＊
×69回

円(税込) 月額

商品番号 1007

15,950

＊
×69回

円(税込)

掲載しているリース期間は一例です。提供車両の車検残期間によってリース期間が決まります。
＜例：ご契約開始時に車検残が20ヵ月ある車両の場合＞ 68ヵ月リース … 20ヵ月＋48ヵ月(車検2回分) ※価格は変更なし

＜ファイナンスリース＞ 車両本体価格 / 登録時手数料 / 納車陸送費 / 自動車税(リース期間分)
※車検付き中古車の為、上記車検有効期限までの重量税、自賠責保険料は車両本体価格に含まれています。
※北海道・沖縄エリアへの納車の場合は、別途陸送費用相当額を加算させていただきます。詳しくは裏面をご覧ください。

ご契約後も安心してお乗りいただくために、独自の｢オリックス自動車保証」を全車にお付けしています。
車両納車日から1年間(走行距離は無制限)、消耗品を除くすべての部品を保証いたします。
※消耗品(ワイパーブレード、バッテリー、ランプ他指定品目)は車両納車日から1ヵ月間保証いたします。

車両を返却して契約終了となります。

(※買取はできません)

※お客さまのご要望により再リース(1年間再契約)いただく事も可能です。 ただし、車両の状態により使用継続が困難であると当社が判断した時など、再契約
に応じかねることがあります。※オプションをご選択した場合、追加オプション（カーナビ・ETC・ドライブレコーダー等）は車両に設置したまま車両をご返却いただきます。

※契約締結後、登録書類をご提出いただいてから約3週間程度でご納車となります。ただし、
在庫状況や納車エリア、時期によっては通常納期より長くかかる場合がございますのでご了承
ください。 ※オリックス自動車保証の詳細はお問合せください。 ※上記記載の範囲内（初
度登録・走行距離・車検有効期限）の車両を提供させていただきます。 ※提案させていた
だく車両の詳細[初度登録年・走行距離・外装の傷や修復歴の有無(有りの場合の部位)・
使用歴・ボディカラー・グレード・装備・車台番号・車両写真等]は、ご契約前に「車両案内
シート」にてご確認いただき、ご納得いただけた場合のみご契約となります。 ※車種の指定
はできません。 ※リース契約には審査が必要になります。審査の結果、ご要望にお応えでき
ないこともございますので、あらかじめご了承ください。 ※リース契約成立後は、解約できませ
ん。※本チラシ掲載のリース料は、2019年12月時点(消費税10％込み)のリース料です。
消費税法が改正された場合には改正後の消費税率が適用されますので、ご了承ください。

取り扱い窓口
下記窓口までお気軽にご相談ください。

消費税10%

KVB1912

＜ファイナンスリース＞

月額リース料

＜ご契約条件＞月間走行距離1,500km以下

６９ ヵ月リース

４５ ヵ月リース

２１ ヵ月リース

月々均等６９ 回

月々均等４５ 回

月々均等２１ 回

２ＷＤ

１４,３００ 円（税込）

１８,７００ 円（税込）

３１,９００ 円（税込）

No.1006

４ＷＤ

１５,９５０ 円（税込）

２０,３５０ 円 （税込）

３３,５５０ 円（税込）

No.1007

駆動

商品番号

＜リース料に含まれるもの＞
車両本体価格 / 登録時手数料 / 納車陸送費 / 自動車税(リース期間分)
※車検付き中古車の為、表面に記載の車検有効期限までの重量税、自賠責保険料は車両本体価格に含まれています。

＜メンテナンスリース＞

月額リース料

＜ご契約条件＞月間走行距離1,500km以下/6ヵ月毎の点検
※本プランは事業用登録でのご契約は対象外となります。

６９ ヵ月リース

４５ ヵ月リース

２１ ヵ月リース

月々均等６９ 回

月々均等４５ 回

月々均等２１ 回

２ＷＤ

２１,４５０ 円（税込）

２５,８５０ 円（税込）

３８,５００ 円（税込）

No.1006

４ＷＤ

２３,１００ 円（税込）

２７,５００ 円 （税込）

４０,１５０ 円（税込）

No.1007

駆動

商品番号

＜リース料に含まれるもの＞
車両本体価格 / 登録時手数料 / 納車陸送費 / リース期間中のメンテナンス料(車検整備・法定点検・当社基
準による点検) / 重量税(次回車検以降分) / 自賠責保険料(次回車検以降分) / 自動車税(リース期間分)
※車検付き中古車の為、表面に記載の車検有効期限までの重量税、自賠責保険料は車両本体価格に含まれています。

＜メンテナンスリースについて＞
メンテナンスサービス付き

使用継続困難になった場合は契約終了

当社独自のメンテナンスサービス*1を付加し、良好な車両コンディ
ションを維持します。リース契約中の車検費用、自動車税、重量
税、自賠責保険料もコミコミだから安心です。

契約車両が故障等で使用継続が困難と判断した場合は、その時点で
契約終了*2となります。この場合は損害金のお支払は不要*3です。
最大1ヵ月間のレンタカー代車もご用意*4します。

＊1メンテナンスサービスの内容 ◎車検 ◎法定点検 ◎当社基準による点検(点検期間は月間走行距離による) ◎一般整備・一般消耗品交換 ◎タイヤ交換(夏タイヤ込み。※冬タ
イヤ込みのリース契約の場合は別途リース料設定あり) ◎故障修理 ◎エンジンオイル交換 ◎バッテリー交換(必要個数) ◎代車提供(事故時を除き、車検･修理まで48時間以上の所
要が見込まれる場合) ＊2故障等による契約終了は、当社にて判断させていただきます。 ＊3故障の原因がお客さまの責任によらない場合に限ります。なお、その場合であっても車両
滅失月までの当社所定のリース料をお支払いただきます。詳しくはお問い合わせください。 ＊4最大1ヵ月間のレンタカー代車無償提供サービスにつきましては、納車後1年以内かつ契
約終了後の入替車両を当社の自動車リース商品で新規にご契約いただけるお客さまに限らせていただきます。

※契約車両がお客様の責任(月間走行距離の超過・規定点検の不実施等の契約不履行)による故障等で使用継続が困難となった場合は、車両
修理費用又は損害金をご負担いただきますのでご了承ください。

≪月間走行距離が1,500kmを超える場合は別途お見積りいたします。お気軽にお問合せください。≫

上記記載の
リース期間について

掲載しているリース期間は一例です。提供車両の車検残期間によってリース期間が決まります。
＜例：ご契約開始時に車検残が20ヵ月ある車両の場合＞
※価格は変更なし

68ヵ月リース … 20ヵ月＋48ヵ月(車検2回分)
44ヵ月リース … 20ヵ月＋24ヵ月(車検1回分)
20ヵ月リース … 初回車検有効期限まで

各リース料に関する共通のご案内
＜北海道・沖縄エリアへの納車について＞
北海道・沖縄エリアへの納車の場合は、別途陸送費用相当額として上記月額リース料に下記金額を加算させていただきます。

６９ ヵ月リース
月額 ６６０ 円（税込）

４５ ヵ月リース
月額 ９９０ 円（税込）

２１ ヵ月リース
月額 ２,９７０ 円（税込）

※離島地域に関しましては、納車対象外地域とさせていただく場合もございます。

＜オプションについて＞
オプションをご希望の場合は、上記月額リース料に下記金額を加算させていただきます。
オプション品
６９ ヵ月リース
４５ ヵ月リース
２１ ヵ月リース
ナビ
月額 １,７６０円 （税込） 月額 ２,８６０円 （税込） 月額 ８,３６０円 （税込）
ETC
月額
３３０円 （税込） 月額
５５０円 （税込） 月額 １,５４０円 （税込）
ドライブレコーダー
月額
６６０円 （税込） 月額 １,１００円 （税込） 月額 ３,１９０円 （税込）
※通常取り付けるカーナビゲーションは、当社指定の機種(2DINサイズメモリーナビ)となります。ご提供する車両、時期、
担当店舗によって、取り付け機種が異なる場合がございます。取り付け機種について詳しくはお問合せください。
※ETC車載器の機種は選べません。
消費税10%

KVB1912

