
スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

セレナ XV
2000 2WD エクストロニックCVT
セレナ XV
(2000 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 2,736,800
セレナ XV
2000 2WD エクストロニックCVT
セレナ XV
(2000 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 2,736,800
（消費税抜価格 2,488,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

セレナ
ハイウェイスターV
EM57/HR12DE 2WD

セレナ　　　　　　
ハイウェイスターV
(EM57/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 3,582,700

セレナ
ハイウェイスターV
EM57/HR12DE 2WD

セレナ　　　　　　
ハイウェイスターV
(EM57/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 3,582,700
（消費税抜価格 3,257,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

セレナは、 円（税込）から！2,576,200

営業にあたっては、店内や展示車、試乗車等のアルコール除菌等を実施し、
お客さまの安全を最優先に努めております。 新型コロナウイルス感染防止に伴う対応について

ハンズフリー※で大きく開くスライドドア
だから、乗り降りがスムース。

荷物やお子さまを抱えていても安心！

踏み間違い衝突防止アシスト

日産の踏み間違い防止技術は「人も検知」！

両手がふさがっていても、
スライドドアが開けられます。

ハンズフリー
オートスライドドア
(挟み込み防止機構付)

グレート別設定
※Sは除く。
数値は日産測定値。

開口幅が広いから
お子さまを抱っこ
していても乗り降り
快適です。

大開口
スライドドア

仕様向上して

新登場

▶前進時（カメラで歩行者や車両を検知）

ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを
踏みこんだ場合に、エンジン出力を抑制し
ブレーキを制御。衝突回避をアシストします。

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

650mm

仕様向上して

新登場

※買い増し金と査定価格はリサイクル料金を含んだ金額になります。
※事故車と走行不能車は対象外となります。
※詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

査定価格
3万円未満の車両

対 象
査定0円でも！3下取り買い増し万円保証！333下取り買い増し万円保証！

下取り買い増し
万円保証！
下取り買い増し
万円保証！3下取り買い増し万円保証！333下取り買い増し万円保証！
下取り買い増し
万円保証！
下取り買い増し
万円保証！

※ミニバンとは定員6名以上の国産車を指します。ミニバン順位は2018年4月～
2019年4月～2020年3月自動車登録情報(新車新規登録情報)に基づく日産調べ。

2019年度 JNCAP
予防安全性能評価大賞 獲得

試験車両：e-POWER ハイウェイスターV。アダプティブLED
ヘッドランプとアラウンドビューモニター装着車。2020年3月現在。

360°セーフティーアシスト搭載
満点で最高ランク獲得！
国土交通省及び(独)自動車事故対策機構による安全性能評価。

先進技術で、家族はもっと楽しめる。

「SUV」 × 「e-POWER」。
SUVのドライブを、電気がもっと楽しくする。

3密回避のため スタッドレスタイヤへの早めの交換をスタッドレスタイヤへの早めの交換を

早めの
交換で

●混雑前ならタイヤ交換作業の待ち時間で密集を避けられます！
●ご予約での作業なら待ち時間が少なくて済みます！
　例えば、500Km走行でも摩耗量は約0.1mm程度です。
　事前の慣らし走行で、冬タイヤ本来の性能を発揮します。

※詳しくはカーライフアドバイザーまで
お気軽にご相談ください。

実施中！！

あなたの冬用タイヤは、
安全ですか？

タイヤ
点 検
タイヤ
点 検無料

ウイルス感染症予防対策に！ウイルス感染症予防対策に！

Photo：X。ボディカラーはプレミアムホライズンオレンジ(PM)／ピュア
ブラック(PM)2トーン〈＃XFP〉(特別塗装色82,500円)。オプション装着車。

キックス X EM57/HR12DE 2WDキックス X (EM57/HR12DE 2WD)
円車両本体価格 2,759,900

キックス X EM57/HR12DE 2WDキックス X (EM57/HR12DE 2WD)
円車両本体価格 2,759,900

（消費税抜価格 2,509,000円）
※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

エクストレイル 20Xi レザーエディション
(ブラック) Vセレクション(2列シート車)
(2000 4WD エクストロニックマニュアルモード付CVT)

円車両本体価格 3,503,500

エクストレイル 20Xi レザーエディション
(ブラック) Vセレクション(2列シート車)
(2000 4WD エクストロニックマニュアルモード付CVT)

円車両本体価格 3,503,500
（消費税抜価格 3,185,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

Photo：20Xi レザーエディション（ブラック） Ｖセレクション（２列シート車）。
ボディカラー：シャイニングブルー（PM）。内装色：ブラック（G）。

エクストレイルは、 円（税込）から！2,482,700

ルークス ハイウェイスターX
660 2WD エクストロニックCVT
ルークス ハイウェイスターX
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,734,700
ルークス ハイウェイスターX
660 2WD エクストロニックCVT
ルークス ハイウェイスターX
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,734,700
（消費税抜価格 1,577,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

ルークス X
660 2WD エクストロニックCVT
ルークス X
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,546,600
ルークス X
660 2WD エクストロニックCVT
ルークス X
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,546,600
（消費税抜価格 1,406,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

ルークスは、 円（税込）から！1,415,700

(左)
(右)X(2WD)。ホワイトパール(3P)/セレニティゴールド(PM)2トーン<特別塗装色:71,500円>。オプション装着車。
Photo：(左)ハイウェイスターX(2WD)。ボディカラーはスパークリングレッド(PM)/ブラック(P)2トーン<特別塗装色55,000円>。オプション装着車。
(右)X(2WD)。ホワイトパール(3P)/セレニティゴールド(PM)2トーン<特別塗装色:71,500円>。オプション装着車。

パワフルな加速が気持ちいい。パワフルな加速が気持ちいい。パワフルな加速が気持ちいい。
アクセルペダルだけで自在に加減速。アクセルペダルだけで自在に加減速。アクセルペダルだけで自在に加減速。
モータードライブだから静寂。モータードライブだから静寂。モータードライブだから静寂。

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

Photo：(右) X(2WD)。ボディカラーはソーダブルー(PM)(特別塗装色33,000円)。オプション装着車。(左)ハイウェイスターX(2WD)。
ボディカラーはホワイトパール(3P)/プレミアムサンシャインオレンジ(M) 2トーン (特別塗装色66,000円)。オプション装着車。

日産オリジナル
ナビゲーション
MM320D-L

デイズ専用モデル フロントカメラ/リヤカメラ

日産オリジナル
ドライブレコーダー

通常価格 268,744円

デイズ ハイウェイスターX
660 2WD エクストロニックCVT
デイズ ハイウェイスターX
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,567,500
デイズ ハイウェイスターX
660 2WD エクストロニックCVT
デイズ ハイウェイスターX
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,567,500
（消費税抜価格 1,425,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

デイズ X
660 2WD エクストロニックCVT
デイズ X
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,380,500
デイズ X
660 2WD エクストロニックCVT
デイズ X
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,380,500
（消費税抜価格 1,255,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

最先端を、相棒に。New エクストレイル
外装・内装ともに質感を向上させた
「Vセレクション」登場

最先端を、相棒に。New エクストレイル
外装・内装ともに質感を向上させた
「Vセレクション」登場

特
典
特
典
特
典
特
典

特
典
特
典※リーフは対象外となります。※テーガク5対象車のみになります。

※詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

①残価設定型クレジット(60回払)
②メンテプロパック54
③グッドプラス保証

新車購入限定

当社設定の特別価格から

スタッドレスタイヤ＆
アルミホイールセット
スタッドレスタイヤ＆
アルミホイールセット

新車購入限定①～③をセットで
ご成約の場合

メンテプロパック54のみ
ご成約の場合

※テーガク5でご成約のお客様に限ります。
555万円割引万円割引万円割引555万円割引万円割引万円割引 333万円割引万円割引万円割引333万円割引万円割引万円割引

※メンテプロパック54設定車に限ります。

デイズ、ルークス、
セレナ、エクストレイル、
キックス、リーフ、マーチ

対象車種

※スタッドレスタイヤとアルミホイールは当社指定品となります。
※詳しくはカーライブアドバイザーまでお問い合わせください。

先進技術がさらに充実！先進技術がさらに充実！

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

ナビレコ
お買い得パック

(ナビ＋前後ドラレコ)
対象期間

2020年10/1～
12/25までの
ご成約かつご登録

デ
イ
ズ
限
定

（
税
込・取
付
費
込
）

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

スタッドレスタイヤスタッドレスタイヤ

●新品のタイヤは200km以上のならし走行が必要です。
　早めの装着でしっかりとならし走行を実施しましょう！
●例年、タイヤ交換作業ピーク時は、5～6時間待ちも珍しくありません。
　待ち時間の短縮には、早めの交換がオススメです。

新発売

<タイヤ交換およびローテーション作業料金(1台分/4本)> ※11/30(月)までの特別料金になります。

RV車系
通常価格
4,400円（税込） 3,960円（税込）乗用車系

通常価格
3,300円（税込） 2,970円（税込）

タイヤ交換
早期ご入庫

特 典 10%割引！！10%割引！！11/30(月)までのご入庫で
※事前のご予約をお願い致します。

●車室内やシートに
　付着したウイルスや
　菌を除去！
●定期的な施工で
　車室内環境を
　リセットし、快適に！

車室内除菌
車両用クレベリン

洗えない室内を丸ごと除菌＆
リフレッシュ！
大切な家族のために。

クリーンフィルタープレミアム
花粉・ニオイ・アレルゲン対応・ビタミン放出タイプ

抗ウイルス剤がフィルターで捕捉
したウイルス・菌の活動を抑制！
花粉やホコリ、アレルゲンをしっかりキャッチ。排気ガスやタ
バコ、ペットなどのイヤなニオイも活性炭でカットします。
さらに、エアコン風に載せ、ビタミンC誘導体を放出。放出
されたビタミンC誘導体が肌水分量をアップさせます！

※本製品は株式会社デンソーと大幸薬品株式会社が共同開発した商
品を設定しています。※全てのウイルスや菌を除菌できるものではありま
せん。※「クレベリン」の名称は大幸薬品株式会社の登録商標です。※
二酸化塩素に関するアレルギーをお持ちの方は施工をお控えください。

クリーンフィルタープレミアム

車室内除菌 車両用クレベリン

通常価格 7,315円（税込）～

通常価格 ２,７50円（税込）～

特別価格 8,052円~8,052円~（税込）※車種によって料金が異なります。

※11/30(月)までの特別料金になります。事前のご予約をお願い致します。合計 10,065円のところ

Photo：(右) e-POWER ハイウェイスターV。ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)/ダイヤモンドブラック(P) 2トーン<スクラッチシールド>
(特別塗装色77,000円)。オプション装着車。(左) XV(2WD)。ボディカラーはマルーンレッド(PPM)/ダイヤモンドブラック(P) 2トーン<スクラッチシールド>
(特別塗装色77,000円)。オプション装着車。※スクラッチシールドはサイドシルプロテクター、リヤスポイラーを除く、車体色塗装部位に塗布しております。

20%割引!
セットで

20%割引!
セットで

高速道路でのアクセル、
ブレーキ、ステアリング操作を
クルマがサポート。
ドライバーの負担を軽減します。

先進技術 プロパイロット 標準装備

さらに15%割引151515%割引%割引%割引15%割引151515%割引%割引%割引

●価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金、オプション代、特別塗装色代は含まれておりません。別途申し受けます。※表示している価格には消費税が含まれております。●掲載価格は、車両本体価格の一例です。●エコカー減税措置は、車種・グレード・車両重量・排気量等によって適用内容が異なります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキの性質や撮影条件などから、実際の色と異なって見える場合があります。●特別金利は実質年率です。特別金利対象車
（新車）をご購入の方で、（株）日産フィナンシャルサービスをご利用の場合に限らせて頂きます。特別金利は、予告なく終了する場合がございます。金利は変動する場合がございます。お申込みいただきましても、審査の結果お受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。<サポカー補助金について>●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)」および「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」搭載車となります。●補助金の対象車として公表された日以降、新車
新規登録(届出)された自動車が対象となります。●補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録(届出)より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が必要となります。●自家用自動車については、補助の交付は、1人につき1台限りで、法人名義での購入は対象外となります。●事業用自動車については、法人名義の場合、65歳以上の高齢運転者の人数までが上限となります。●申請総額が予算額を超過し次第、終了となります。●車両登録・届出後、一定期間内に審査機関に申請が受理される必要が
あります。交付決定後、申請者に直接交付されます。

・【ご注意】安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。



つの予防安全技術を
新たに搭載。
つの予防安全技術を
新たに搭載。

先駆けるプライド、
超えつづける本能。
スカイライン

仕様向上して

新登場

仕様向上して

新登場

踏み間違い衝突防止アシスト
安心1

インテリジェント
エマージェンシーブレーキ

安心2安心2

安心3安心3
LDW(車線逸脱警報)
安心4安心4
ハイビームアシスト

＊詳しくは、次世代自動車振興センターのWebサイト(http://www.cev-pc.or.jp/)、
またはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

クリーンエネルギー自動車
 導入事業費補助金*

国の補助金

暮らしを豊かに、
新たなステージへ

電気
自動車100%

Photo:X Vセレクション。ボディカラーはプレミアムホライズンオレンジ
(PM)/スーパーブラック2トーン<#GAP>(特別塗装色82,500円)。
Photo:X Vセレクション。ボディカラーはプレミアムホライズンオレンジ
(PM)/スーパーブラック2トーン<#GAP>(特別塗装色82,500円)。

リーフ X Vセレクション
40kWhバッテリー搭載車
リーフ X Vセレクション
(40kWhバッテリー搭載車)

円車両本体価格 4,056,800
リーフ X Vセレクション
40kWhバッテリー搭載車
リーフ X Vセレクション
(40kWhバッテリー搭載車)

円車両本体価格 4,056,800
（消費税抜価格 3,688,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。 残価設定型クレジット

特別金利

2.9%2.9%

標準装備

プロ
パイロット

残価設定型クレジット

特別金利

2.9%2.9%

エルグランド 250
ハイウェイスターS アーバンクロム
(2500 2WD エクストロニックCVT-M6)

円車両本体価格 3,980,900エルグランド 250
ハイウェイスターS アーバンクロム
(2500 2WD エクストロニックCVT-M6)

円車両本体価格 3,980,900
（消費税抜価格 3,619,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

Photo：250ハイウェイスターS アーバンクロム(2WD)。ボディカラーはディープクリムゾン(PM)/ミッドナイトブラック(P)2トーン<#XJJ・スクラッチシールド>
(特別塗装色115,500円)。オプション装着車。エルグランドは、3,694,900円(税込)から

エルグランドは、 円（税込）から！3,694,900

デッカい一歩を、踏み出そう。NEW エルグランド登場
安全という包容力が、家族の時間を深めていく。

デッカい一歩を、踏み出そう。NEW エルグランド登場
安全という包容力が、家族の時間を深めていく。

全方位の安全を支える
360°セーフティアシスト搭載

横も

前も

前後も

●インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）
2台前の車両の動きを検知するNEW

●インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）+BSW（後側方車両検知警報）
車線変更時の安全をサポートするNEW

●RCTA（後退時車両検知警報）
後退時の衝突回避をサポートするNEW

迫力ある10インチ 大型ナビゲーション新搭載。
日産オリジナル
ナビゲーション
(10インチ)

※画面はハメ込み画像です。ディーラーオプション

マーチ S
(1200 2WD エクストロニックCVT)
マーチ S
(1200 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,289,200
マーチ S
(1200 2WD エクストロニックCVT)
マーチ S
(1200 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,289,200
（消費税抜価格 1,172,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

Photo：S。ボディカラーはナデシコピンク(PM)。

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

スカイライン GT
(VR30DDTT【300馬力】 2WD 7M-ATx)
スカイライン GT
(VR30DDTT【300馬力】 2WD 7M-ATx)
スカイライン GT
(VR30DDTT【300馬力】 2WD 7M-ATx)
スカイライン GT
(VR30DDTT【300馬力】 2WD 7M-ATx)

円車両本体価格 4,353,800円車両本体価格 4,353,800
（消費税抜価格 3,958,000円）

※価格には特別塗装色代/オプション代は含まれておりません。

Photo：GT。ボディカラーはスーパーブラック〈＃KH3・スクラッチシールド〉。Photo：GT。ボディカラーはスーパーブラック〈＃KH3・スクラッチシールド〉。

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

スタッドレスタイヤ
＆アルミホイール
当社特別価格から15%割引15%割引

10%割引!!セ
ッ
ト
で10%割引!!10%割引!!10%割引!!セ
ッ
ト
で10%割引!!10%割引!!10%割引!!セ
ッ
ト
で

セットで使うとより効果的に！セットで使うとより効果的に！

※事前のご予約をお願い致します。※下記の割引サービスメニューは、日産カードでの割引とは併用不可となりますので、予めご了承ください。

床下・足まわりの
サビ発生を防ぐ

施工費込希望小売価格

1,903円（税込）

施工費込希望小売価格

3,168円（税込）
※V37ターボ車は施行不可。

エンジン内部の
すべりをよくして燃費回復！

※LPG車は施行不可。

なめらかな走りを復活！

エンジンオイルに添加することで
摩耗と汚れからエンジンを保護。

燃料タンクに注入するだけで
エンジン内の汚れを洗浄。

約12ヶ月または
5,000km

効
果

安心!便利!
新車やアルミ部分が多いクルマには「クリア」

床下全面施工

Mクラス以下

デイズ・マーチ等 セレナ・エルグランド等

Lクラス以上

施工費込希望小売価格

12,100円 16,940円
部分施工

（サスペンション部分） 8,470円
※車種によって金額が異なりますのでご確認ください。

●サビの原因となる潮風や雪道の除雪剤などから、床下・足まわりを守ります。
●腐食の信仰を防ぎます。

●内側の汚れやヤニをスッキリ落とす
●寒暖差による曇りを防止

効果

約12ヶ月

効果

約1ヶ月

効果

約6ヶ月

冬の準備も、宮城日産におまかせください!!

フロントガラスを内側からクリーニングします。

※断熱コート施工車・
ウィンドウフィルム
装着車は施工不可。

施工費込希望小売価格

1,100円（税込）

※皮・人工皮革・ビニール・撥水シートは施行不可。※効果は降車時の静電気のみ。

施工費込希望小売価格

3,300円（税込）

フロントウィンドウ施工 高い撥水効果で視界良好！雨粒が
水玉となって
弾け飛びます！

独自のコーティング技術と専用撥水ワイパーで、
高い撥水効果が続きます。

8,228円（税込）1BOX7,260円（税込）1BOX以外

施工費込希望小売価格

シーズンオフになったタイヤを
大切にお預かりします。

はずしたタイヤ…重い、大きい、置き場がない…

※フルホイールカバー・センターキャップ・ホイールナット等付属品はお預かりできません。
予めご了承ください。※事前のご予約をお願い致します。

専用バッテリー車は、
専用バッテリーへの交換が必要です！

※詳しくはカーライフアドバイザーまでお気軽にご相談ください。

無料
実施中！！

バッテリー
点検

低燃費エンジン車
専用バッテリー

アイドリングストップ車
専用バッテリー

約12ヶ月または
5,000km

効
果

約12ヶ月効果

14インチまで

15インチ

16インチ

保管料金タイヤサイズ タイヤサイズ 保管料金

6,600円

7,700円

8,800円

タイヤ保管料金表(1台分/4本/税込)

17インチ

18インチ

19インチ以上

9,900円

11,000円

12,100円

イヤな静電気を解消

静電気除去成分が空気中の水分を
保ち、静電気をシャットアウト。
安全な素材でお子様にも安心。

全車安心の1ヶ月もしくは１０００ｋｍの無料点検付全車安心の1ヶ月もしくは１０００ｋｍの無料点検付

5D・車検整備付・ホワイトパール/ブラックパール2トーン・CVT・
フル装備・CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・22千Km・修復歴無

28年 デイズ ルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション

名　取

112 2万円
（消費税込）

車両価格

119 0万円
（消費税込）

支払い総額

855

5D・車検整備付・ギャラクシーグレーマイカ・AT・フル装備・
CD・AW・HDDナビ・ETC・52千Km・修復歴無

19年 プレマシー 2000 20CS

名　取

25 3万円
（消費税込）

車両価格

38 3万円
（消費税込）

支払い総額

270

5D・検令和3年3月・ダークメタルグレー・CVT・フル装備・
CD・メモリーナビ・TV・ETC・18千Km・修復歴無

26年 ノート 1200 X

名　取

79 2万円
（消費税込）

車両価格

87 8万円
（消費税込）

支払い総額

935

5D・検令和4年2月・ブラックパール・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・6373Km・修復歴無

31年 デイズ ルークス 660 ハイウェイスターG ターボ

石　巻

149 6万円
（消費税込）

車両価格

155 2万円
（消費税込）

支払い総額

261

5D・検令和5年3月・ラディアントレッド・CVT・フル装備・
CD・AW・14千Km・修復歴無

2年 マーチ 1200 S プラムインテリア

扇　町

104 5万円
（消費税込）

車両価格

116 4万円
（消費税込）

支払い総額

004

5D・検令和4年1月・オレンジ・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・15千Km・修復歴無

31年 ノート 1200 e-POWER X

扇　町

159 5万円
（消費税込）

車両価格

168 9万円
（消費税込）

支払い総額

558

4D・車検整備付・ブリリアントシルバーメタリック・CVT・フル装備・
CD・メモリーナビ・TV・14千Km・修復歴無

27年 シルフィ 1800 X

扇　町

108 9万円
（消費税込）

車両価格

121 7万円
（消費税込）

支払い総額

676

5D・車検整備付・グレー・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・40千Km・修復歴無

27年 エクストレイル 2000 20X エマージェンシーブレーキ 4WD

扇　町

195 8万円
（消費税込）

車両価格

208 7万円
（消費税込）

支払い総額

546

5D・車検整備付・パールホワイト・CVT・フル装備・
CD・32千Km・修復歴無

28年 ムーヴ 660 カスタム X SA2

石　巻

101 2万円
（消費税込）

車両価格

108 0万円
（消費税込）

支払い総額

478

5D・検令和4年4月・プレミアムパープル・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・3426Km・修復歴無

31年 デイズ660 ハイウェイスターX プロパイロットエディション

石　巻

143 0万円
（消費税込）

車両価格

148 7万円
（消費税込）

支払い総額

957

5D・車検整備付・シルバーメタリック・CVT・フル装備・
メモリーナビ・ETC・19千Km・修復歴無

30年 ノート 1200 X

古　川

106 7万円
（消費税込）

車両価格

118 0万円
（消費税込）

支払い総額

002

5D・車検整備付・ブリリアントシルバーメタリック・CVT・フル装備・
AW・メモリーナビ・TV・86千Km・修復歴無

27年 エクストレイル 2000 20X

古　川

115 5万円
（消費税込）

車両価格

129 0万円
（消費税込）

支払い総額

284

5D・検令和3年2月・オーシャンダークブルー・AT・フル装備・
CD・73千Km・修復歴無

20年 アルト 660 E2

古　川

26 4万円
（消費税込）

車両価格

31 3万円
（消費税込）

支払い総額

994

5D・検令和4年1月・サンライトイエロー・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・18千Km・修復歴無

31年 ノート 1200 e-POWER メダリスト FOUR 4WD

気仙沼

187 0         万円
（消費税込）

車両価格

201 8万円
（消費税込）

支払い総額

365

5D・検令和4年4月・ブラウン/バニラ2トーン・CVT・フル装備・
CD・メモリーナビ・TV・2307Km・修復歴無

31年 デイズ 660 ハイウェイスターX プロパイロットエディション

気仙沼

143 0万円
（消費税込）

車両価格

148 7万円
（消費税込）

支払い総額

745

5D・車検整備付・モカブラウン・CVT・フル装備・
AW・メモリーナビ・TV・31千Km・修復歴無

28年 デイズ ルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション 4WD

気仙沼

121 0万円
（消費税込）

車両価格

127 8万円
（消費税込）

支払い総額

520

※無料で1年間走行無制限のワイド保証(部分保証)となりますが、消耗品・油脂類・内外装部品など一部適応外のパーツや、不具合の原因によっては適応外となる場合もございます。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
※支払い総額には、税金及び自賠責保険料、登録等に伴う費用、リサイクル料金等、購入の際に必要な全ての費用が含まれています。また、10月現在、県内登録(届出)での価格になります。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。

中古車情報
検索サイト

検 索Get-U

宮城日産の
中古車情報は
こちらから

お買得中古車多数展示！！
全車ワイド保証付

AC：エアコン　PS：パワステ　
PW：パワーウインドウ　CD：CDプレーヤー
MD：MDプレーヤー　CS：カセット　
AW：アルミ　SR：サンルーフ　
※フル装備はAC、PS、PW付の場合

掲載車種は2020年10月中旬に作成のため
売り切れている場合は、何卒ご容赦願います。 

8 9 10

3029

15 16 17
2422 23

日 月 火 水 木 金 土

休業日

31 2 6 754
13 141211

27 282625
20 211918

11月
営業日
カレンダー

※それぞれの品物には数に限りがあるため、店頭にない場合もございます。
　詳しくは、カーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

ご来店いただくだけでポイントが貯まる！
ご
来
店
で

ご来店ポイントカードご来店ポイントカード

合計6ポイント貯まると粗品をプレゼント！
商品は各ショールームでご確認ください。 

1ポイント！
事故や故障の際は下記へご連絡ください

24時間365日受付

宮城日産 緊急サポートセンター
0120-933-230®ホームページはこちらから


