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❷現金で買うよりもメリットを感じて頂けます

プロも選ぶ車の買い方です。社員も買っています。

頭金０円、ボーナス払い０円、月々1万円代購入可能。

支払回数、ボーナス払い自由に設定可能です。

いざという時のために現金を置いとけます。

軽自動車は100万円～200万円、資金運用が可能です。

最高の値引を行っておりますので、

安心してご購入頂けます。

の特長

❶軽自動車が月々お安く楽々買える方法です

❸最新の軽自動車にお乗り頂けます

自動ブレーキや自動運転の最新軽自動車に

お乗り頂けます。自動車保険が安くなります。

いつでもお買替えが可能です。リースより安いです。



ひまわりのトータルサポート

車販 ⇒給油･日常点検 ⇒整備 ⇒車検 ⇒給油 等

すべてのカーライフサービスの対応が可能で、

ワンストップですべてお任せ頂けます。

トータルカーサービスによりお客様のカーライフの安心と費用を節約いたします。

飯島商事のトータルサポート



なぜ 新車の軽が安いの？

2.9
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金利は、

企業努力で、決まります。(^^)v

超低金利

%



✓ 利息が重要な収益源

✓ 金利は4.9～9.8％

✓ 支払回数は60回～84回まで

ディーラーで買うと、月々の支払額は高い。
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メーカーディーラーは、

金利を下げにくい。

なぜディーラーより安いの？

月々安くご購入頂くためにクレジット会社と

超低金利クレジットを開発いたしました(^^)/



頭金０円、ボーナス払い０円、

金額、回数は自由に選べます。

月々が安く、買いやすく、結果総額もやすい！
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なんと！「軽自動車」は、15.57年

引用元：全国軽自動車協会連合会

引用元：一般社団法人日本自動車販売協会連合会

車の平均使用年数推移表

「普通車」は、13.87年

理由は、軽自動車の耐久力と維持費の安さ！



1,490,500円 リース
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リースより安いの？
～7年均等払いで比較～

結論：総支払額で大きな差がある。

契約形態 買う 借りる

支払総額
月々

1,648,694円
19,600円✖84回

2,171,920円
22,950円✖84回

自動車税 75,600円
10,800円✖7回

0円

車検・メンテ 約80,000円
5年後2回目車検＆オイ

ル交換等

0円
車検2回＆メンテ付き

途中解約 できる。
完済でいつでもOK

できるが手数料等
が高く面倒。

最終残価値 車両約25％
約37万円

0円

プロは選択？
自分が選ぶかどうか

する
お得だから！

しない
個人事業主・
法人は選択する

◆リース条件
リース契約条件
・リース契約形態：メンテナンス
リース
・残存価格精算方式：オープンエ
ンド契約（精算あり）
・契約走行キロ：月間 500 キロ

◆リース料に含まれる費用
車両本体価格、環境性能割、登録諸費用、重量税（全期間含む）、自賠責
保険料（全期間含む）、自動車税（全期間含む）、メンテナンスパッケー
ジ（※）
※メンテナンスパッケージの内容は以下のとおりです。
継続車検、法定点検、スケジュール点検、エンジンオイル交換（6ヵ月
毎）、エンジンオイルエレメント交換（12ヵ月毎）、ワイパーゴム交換
（12ヵ月毎）、ブレーキオイル交換（車検時）、冷却水交換（車検時）

タント X CVTの場合…
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残クレと比べてどう？
最終支払後が、心配…

結論：残価クレは何らかのデメリットあり？！

低金利自由返済クレの方がお得で安心！

理由：①再ローンの際、金利が上がる場合がある。
②安く見えておりますが、結果高いです。
③他の店で買替えがし難くなる。縛られる。
④走行距離に制限がある。
⑤低金利自由返済型クレに比べ総支払額は高くなる。

注意：残クレは人気車種を選択しなければ、残価が低く、
余計に支払いが多くなる場合があります。
事故をした際には事故による価値減価（事故車）が発
生するので最終支払額に減価分の支払いをしなければ
なりません。

背景：残クレはメーカー、ディーラーに大きなメリットがある
のです。リースと共に一度利用した顧客を離さない囲い
込む方法であり、次の車を買替えてもらう仕組みです。
残クレは一般的に低金利ですが、低金利長期自由返済型
クレと比較すると、購入側にはデメリットが多くなり
ます。

© ひまわりコーポレーション
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ディーラーと比べてどう？
何がちがいますか？

オールメーカー全車種からお選び頂けます。

© ひまわりコーポレーション

結論：お客様に最適なお車をオールメーカーから

お選び頂けるように全力でご支援します。(^^)/

お客様ニーズにぴったりの1台をメーカーにとらわれず
ご案内ができます。

コンサルティング接客を日々勉強しております。

また、
メーカーディーラーはそのメーカーの車種から限定して
の提案になってしまいますが、私達はメーカーを超えて
お客様に最適な車種、装備、オプションのご案内が可能
です。

＆ カーライフトータルコストが安い
メーカーディーラーを凌駕する技術と品質をお届けしな
がら、価格はお客様が喜んで買って頂けるものです。自
信をもっておすすめいたします。



13

結論：当社の販売力と仕入力を背景に、

最高の値引きを予め行っております。

安心してご購入頂けます。

※お客様によって値引きを変えることはありません。
どなた様にも正札でご提供いたします。

※カーライフのトータルコストも安い：アフターサービ
スや車検整備は、メーカーディーラーを凌駕する技術と
品質をお届けしながら、価格はお客様が喜んで買って頂
ける価格を実現しました。
自信をもっておすすめいたします。
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お値引について
ご安心ください！

予め最高の値引きをしております(^^)v



今より月々の支払いは安くなるの？

⚫ 実は、ほとんどの場合が安くなります！

⚫ 月々の支払で、これ以上安く買う方法は、
他にありません。

⚫ 今ローンをお支払い中の方もご相談下さい！

次回、買い替えの参考に！

⚫ 最新の「軽」を知っておこう！

⚫ 安全性能、室内空間、走行性能、維持費がUP

⚫ 今乗られている車の「高価買取り」致します。
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の効果効能



新車と中古車トータルコストの例
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例えば、N-BOXカスタム5年の場合

⚫ 新車の方がトータルコストが安くなる

⚫ 安全性能、燃費、快適性を考えると大きな差になる

新車

中古車



軽の中古車は高くつく!
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これは維持費の安さによります。

そのため普通車より値落ちが少なく高いのです。

結果

中古車は車検整備費用が高くなる

新車を5年～6年乗って買替えると

一番お得な乗り方になります。

1年間の軽自動車コストは

新しい軽に乗る方が安くなります。

軽の平均使用年数は

15.57年

（2021年）



毎月6,700円 も得をする！

新しい車に買い替えると…



銀行ローン

金利の種類 固定金利 変動金利

手数料 かからない かかる※

保証料 かからない かかる※

手続き 車購入と同時
来店、郵送、

ネット申込みの手間

審査時間 20分程度 1日～3日

契約可能日 365日OK！ 平日営業日のみ

お手間 ワンストップ
ストレスなし

様々かかる

※かからない場合もあるが、変動金利に適用されることが多い。

銀行でお金を借りる場合、

金利以上に保証料と手間がかかる！

ランキング第一位のマイカーローンと比較して下さい！



最新のお車に常に乗換え

できるのが自慢です。
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乗換え、買替えはいつでも出来る！

最新の車に乗換えが可能！

低金利による利息がとても

安く楽に購入できます。

現金は投資に回すことで利

息を超える運用も可能。

買替えの際は、

当店に下取して頂ければ

ローン残債をカバーでき、

買替えが楽にできます。
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低金利ローンをお勧めする理由
～日本は預貯金の比率が高すぎる～

お金をもっと有効利用しよう！

◆日本とアメリカを比較すると…

①預貯金と株・投資信託の比率に大きな差が。

②アメリカは国民の金融リテラシーが高く、余裕資金はお金

に働いてもらうという考え方。

③日本は預貯金重視だが、それが国内企業の評価低迷につな

がっている。⇒給料が上がらない要因にも。

④余裕資金は安全安心な投資へ回すことが必要。

⑤日本企業を応援することにつながる。

２０２１年８月２０日
日本銀行調査統計局



低金利ローンをお勧めする理由
～現金よりも、ローンで購入した方が得？～

金融リテラシーの話

◆金融リテラシーとは？：日々の家計管理や資産形成、金融取

引や保険、金利やローンの知識等、お金と上手に付合うために必要な

知識や判断力のこと。

質問：車購入を現金一括かローンか悩んでいます。意見をお聞かせ下さい。

・車の価格:200万・自動車ローン:実質年利2.9%

車の購入を現金一括かローン組むか悩んでいます。

・車の価格:200万・自動車ローン:実質年利2.9% ・貯金400万

今までは現金一括派でしたが、200万を投資信託等の投資に当てた方が良いの

ではと最近考えるようにもなりました。また資産運用するという観点でローン

を組む場合、返済期間は何年が適切なのでしょうか。一括で払えるだけの資金

はあるので返済額的には問題ないです。よろしくお願い致します。

auz******** さん 質問日：2020/12/16

回答：私なら投資信託です。先進国株、全世界株、S＆Pのいずれかなら1.6%

以上で運用出来る確率が高いでしょう。

200万の使いみち つみたてNISA40万・特定口座160万投資。

2年目は160万から40万引き出してつみたてNISAへ。

3年目は120万から40万引き出してつみたてNISAへ。

4年目・・ 5年目・・

こうすれば非課税枠を使いながら効率的に運用出来ます。

6%で運用出来れば7年後には300万になってますよ.

bjg********さん 回答日：2020/12/16



日本政府・行政は株式・投信をすすめている！

例：積み立てNISA

～日本の企業を応援するために～

のホームページより、積み立てNISAの恐るべき力

例：100万円を2.9％で支
払う場合、
月々9,610円✖120回

合計支払額 1,153,200円

例：積み立てNISAで10年
3％で運用した場合、
月々9,610円✖120回

合計積立額 1,341,518円

☆現金を置いといて積
立NISAすれば、
利息を超えてお金が貯
まる!!
(NISA 3％は超安全投資)



低金利ローンで購入して、お金に働いてもらうと？

例：複利の力でローン利息を大きく超える！

～賢く運用を上手につかう～

例：100万円を年利3％で10年運用投資した場合、
ローン1.9％で購入する利息を超えます。

3％の金利が複利でかかり、金額が増えていきます。
3％運用は安全な投資で可能なものです。


