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髙橋 充

　スバルファイナンスはスバルグループの総合ファイナンスカンパニーとして、

自動車クレジット、自動車リース、機器リース、各種保険、及びグループ金融等の各分野で、

ＣＳを第一義としたトータルファイナンシャルサービスをご提供しております。

　そして、それぞれの分野で「質の高いサービスによりお客様に信頼され」

「社員ひとりひとりが成長し、働く喜びと誇りが持て」

「すべての業務を誠実に進めることにより、社会に貢献する」会社を目指しております。

　スバルファイナンスの基本使命は、お客様のニーズに沿った

「より魅力ある金融サービス」を開発し提供していくことであり、グループ金融面においては

「必要とするところへ必要な資金を、タイミング良く、低コストで提供」していくことと認識しております。

　また、より信頼される企業として、個人情報保護はもとより

法令や諸リスクをしっかり見極めたコンプライアンスの徹底を重視しております。

　今後ともさらなる飛躍に向け日々邁進して行く所存でこざいますので、

より一層のご愛顧、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

As the financial arm of Subaru Group, Subaru Finance offers total financial services in the areas of car credit, car 
leasing, machine and equipment leasing, and insurance and group financing, with customer satisfaction as its 
primary concern. We aspire to be a company trusted by customers through the provision of high-quality services in 
different areas, whose employees all grow and enjoy and have pride in their work, and that contributes to society 
by undertaking all of its operations in good faith.  
The principal mission of the company is to develop and offer highly attractive financial services that meet customers’ 
needs, and to provide necessary funds for group financing, where they are needed, at low cost and in a timely 
manner.
As a trusted company, we place importance, not only on protecting personal information, but also on compliance with 
legal matters and risk management. 
We are always striving to develop our business, and your continued patronage and guidance are indispensable in 
this regard. Thank you for choosing Subaru Finance.

Representative Director and President
Subaru Finance Co. ,  Ltd.



企業方針

スバルグループの総合ファイナンス会社として 
質の高いサービスによりお客様に信頼される会社を目指します。

私達は、社会規範を尊重し、コンプライアンスを遵守して
公明かつ公正な企業活動を遂行します。

1
企業理念 Corporate Philosophy

コンプライアンス基本方針 Compliance Policy

We aspire to be a company trusted by customers through the provision of high-quality services in 
different areas as a comprehensive financing company for the Subaru Group.

社員ひとりひとりが成長し働く喜びと誇りを持てる会社を目指します。2
We aspire to be a company whose employees all grow and enjoy and have pride in their work.

すべての業務を誠実に進めることにより社会に貢献する会社を目指します。3
We aspire to be a company that contributes to society by undertaking all of its operations in good faith.

We will undertake all business activities in an open and fair manner, paying the highest regard to 
the rules of society and practicing strict compliance.

常に環境と事業活動の深い関わりを認識し、地球と社会と人に
優しいサービスと環境作りに努め、豊かな未来の創造を実現します。

環境保護方針 Environmental Conservation Policy

Remaining conscious of the deep relationship between the environment and our business activities, we will 
strive to create a more sustainable future by promoting services and workplace environments that are friendly 
to the global environment, local communities and humankind.

個人情報保護方針 Personal Information Protection Policy

＊詳細については当社ホームページ https://www.subaru-finance.co.jp/company/privacy/ をご覧ください。

Subaru Finance Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Company”) shall endeavor to improve financial services 
according to a watchword of raising the level of customer satisfaction and harbor a corporate vision that calls 
on us to be a company that enjoys a favorable reputation. As we develop our business, we are deeply aware 
of the importance of personal information that belongs to our customers and believe that we cannot maintain 
a sound relationship with our customers if we fail to properly protect their personal information. In order to 
build a more solid relationship of trust with our customers, we hereby publicly disclose our Privacy Policy.
* For further information, please refer to our website:(https://www.subaru-finance.co.jp/company/privacy/).

スバルファイナンス株式会社（以下「当社」といいます）は、お客様の満足を一層高
めることを合言葉に、金融サービスの向上に努め、好感度企業を目指すことを企業
ビジョンとしています。当社は事業展開の中で、お客様の個人情報の重要性を深く
認識し、お客様の個人情報保護なくしてお客様との健全なお付き合いはあり得な
いと考えております。より一層のお客様との信頼関係を築くため、ここに当社として
の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を公開いたします。



事 業 紹 介

A wholly-owned subsidiary of SUBARU,CORPORATION Subaru Finance Co., Ltd. is the only finance company in 
the Subaru Group. In our capacity as the group’s general financial center, our five business divisions act as a bridge 
between Subaru and its customers. These divisions are: “Car credit,”“Car leasing,”“Equipment leasing,”“Insurance” 
and “Corporate finance.”

We provide all of our customers 
with the means to enjoy a rich 
and varied automotive life through 
credit services that are designed to 
meet their individual lifestyles.

お客様それぞれの生活に合った
クレジットサービスにより、

「豊かなカーライフ」をご提供しています。

自動車クレジット事業
Automobile credit business

This division provides customers 
with a variety of leasing plans 
geared toward individuals seeking
“Simple and Easy”car life. 

シンプル＆イージーなカーライフを
目指して、お客様に合わせた

さまざまなプランをご用意しています。

自動車リース事業
Car leasing business

IT/OA equipment, retail equipment, 
car service equipment, and other items 
are leased to business connections in 
a manner that caters primarily to the 
group companies.

グループ企業を中心としたお取引先へ、
IT・OA機器、スバル販売店設備、工場設備

などをリースしています。

機器リース事業
Equipment leasing business

As Subaru Group’s insurance agent, 
this division provides various insur-
ance products tailored to different 
risks.

スバルグループの保険代理店として、
さまざまなリスクに対応した各種保険商品を

ご提供しています。

保険事業
Insurance business

Financial support is provided to 
Group companies through the 
Corporate Finance Center of the 
Subaru Group.

スバルグループの
コーポレートファイナンスセンターとして、
財務面でグループ企業をサポートしています。

企業金融事業
（グループファイナンス）

Corporate financing business

スバルファイナンス株式会社は、株式会社SUBARUが100％出資する、
スバルグループ唯一の販売金融会社です。

私達は、スバルの総合ファイナンシャルセンターとして
「自動車クレジット」「自動車リース」「機器リース」「保険」「企業金融」の5つの事業を通じて、

スバルとスバルをご支援いただくお客様をつなぐ架け橋の役割を担っています。



■ご契約関係図（概略）

■仕組み

クレジットで豊かなカーライフの実現と
暮らしにゆとりと安心を
スバルクレジットは全国のスバル販売店において取り扱わ

れるスバルの新車・中古車向けのクレジットサービスを提供し

ています。製造元である株式会社SUBARU、販売元である

スバル販売店との相互協力により、お客様の豊かなカーライ

フの実現をお手伝いさせていただいております。お申込みの

手続きも、おクルマのご契約と併せて行うことができるので、

スピーディーかつ安心してご利用いただけます。

Subaru Credit provides credit services for new and used Subaru cars 
handled at Subaru dealers throughout Japan. Made possible with the 
cooperation of SUBARU CORPORATION (the manufacturer) and dealers, 
this credit service contributes to making car life more enjoyable for our 
customers. This credit service is a prompt, stress-free process handled 
when the vehicle purchase contract is concluded.

売買契約

加盟店契約

立替払契約

スバル
ファイナンス

スバル
販売会社

お客様

スバルクレジットの主な商品プラン

個人向けリーススバルリースの
主な商品プラン

法人向けリース

所有から自由に使う楽しさへ
新しい乗り方を自由なプランで
おクルマをご購入する際にかかる登録諸費用や税金、車検、

メンテナンス等の面倒な手続きが省け、リース料も毎月一定

なので、気軽にカーライフを楽しみたいお客様にピッタリです。

また、個人向けと法人向けの商品があり、個人、法人、どちら

のお客様にとっても最適なプランが選べます。

Since you can avoid paying both registration expenses and the taxes 
normally incurred when a car is purchased but rather benefit from a fixed 
monthly lease rate, car leasing is the perfect option for customers who 
prefer to enjoy a lifestyle without automobile inspections, maintenance, and 
other bothersome automotive procedures. Products are offered to both 
individuals and corporate clients, such that optimal plans can be selected 
whether you are an individual or a corporation.

－ 残 価
車両代・付属品＋登録諸費用＋期間中の税金・自賠責保険
＋（メンテナンス＋任意保険）＋手数料　　　　　　

リース期間（月数）

自動車クレジット事業 Car Credit

自動車リース事業 Car Leasing

● 通常クレジット
● SUBARU残価設定型クレジット 安心プロテクト３
● 中古車据置型クレジット スマートプランU
 

● スバルマイカーリース ● 一般リース（一般企業・官公庁向け）
● バリュープラン（自営業者向け）

車両代、税金・保険に手数料を加え、その合計から
契約期間終了時のクルマの価値である
残価を差し引くことにより、
月々のご負担を軽減させています。

月額リース料

a member of  Subaru Group



クレジットとリースの違い

おクルマをご購入の際、必要な金額をお客様に

代わってスバルファイナンスが立替払いし、お客様

にはその金額を分割でスバルファイナンスへ

お支払いいただくシステムです。

クレジットのメリット

● ワンランク上のグレードのクルマも購入可能です。

● 面倒な手続きがなく、簡単にご利用いただけます。

● お支払い方法は、お客様のご都合に合わせて

　 選択できます。

クレジットとは

お客様のご希望のおクルマをスバルファイナン

スが販売店から購入し、そのおクルマをお客様へ

一定期間、一定の料金でご提供するシステム

です。レンタルとは異なり、契約期間中はクルマを

自由に使用でき、気に入れば契約期間終了後に

買い取り、自分名義にすることも可能です。

リースとは

お支払い期間中の税金・保険・メンテナンス代などは含まない お支払い期間中の税金・保険・メンテナンス代なども含む

リースのメリット

● 頭金が不要です。

● 契約期間終了時のクルマの価値（残価）を差し

　 引いているので月々のお支払いが軽減されます。

● 契約期間中の諸費用をリース料に含んでいるので

　 毎月一定額のお支払いです。

● 法人の場合、一定条件を満たせばリース料は

　 必要経費処理が可能です。

お客様とスバルをつなぐ架け橋となるために、時代の変化とともに多様化する
ライフスタイルに合わせたクレジット及びリースの商品をご提供しています。

頭金
現金払い

残価
ご契約満了時に
精算（買い取り、再
リースなど）

【月々のお支払い】
車両代・オプション代・
登録諸費用・手数料

【月々のお支払い】
車両代・オプション代・
登録諸費用・手数料



機器リース事業 Equipment Leasing

多種多様なサービスで
お客様のニーズにお応えします
スバルグループ向けにIT・OA機器、スバル販売店設備、工場

設備などをリースしています。

IT/OA equipment, retail equipment, car service equipment, and other items 
are leased for the SUBARU CORPORATION Group.

保険事業 Insurance agent

スバルグループの保険代理店として
ビジネスや暮らしの「安心」をサポート
損害保険の代理店業務、生命保険の募集ならびに媒介業務を

行っています。火災・自動車・傷害等の損害保険をはじめ、がん・

医療等疾病保険の生命保険等、ニーズにお応えできる保険を

ご提供させていただきます。

This division engages in non-life insurance agency and life insurance sales 
and brokerage. We offer a variety of insurance plans, including fire, automo-
bile, accident and other non-life insurance plans, as well as life insurance 
plans for patients with cancer and other diseases.

企業金融事業（グループファイナンス） Corporate Finance(Group Finance)

スバルグループの金融中核会社として
グループ企業の効率的な
資金調達・運用・決済をサポート

スバルグループを対象に、先進的なファイナンスサービスを

提供し、グループ内の銀行としての役割を担っています。

Our advanced financial services are geared toward Subaru Group 
companies; we function as the group’s in-house bank. 

グループファイナンスのメリット
スバルグループ各社を対象に、CMS（キャッ

シュ・マネジメント・システム）を通して、資金の

預りや貸付の他、支払代行などの決済サービス

により、グループ内企業の資金効率化・事務工

数削減に貢献しています。



〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2F
Tel 03-3445-2111
https://www.subaru-finance.co.jp/company/
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