
カートピア扇町
カートピア名取
カートピア石巻
カートピア古川
カートピア気仙沼

022(236)3052
022(384)7041
0225(22)6211
0229(28)2277
0226(24)2211

中古車店舗多 賀 城 店
石 巻 店
古 川 店
古川中央店
佐 沼 店
気 仙 沼 店

022(362)1101
0225(22)6211
0229(28)2277
0229(22)1780
0220(22)2615
0226(24)2211

長 町 南 店
西 多 賀 店
泉 店
名 取 店
岩 沼 店
柴 田 店
白 石 店

022(247)3161
022(246)5321
022(372)9511
022(384)7041
0223(22)2181
0224(55)2811
0224(25)9530

本 社 店
木 町 通 店
国見ヶ丘店
吉 成 店
長町バイパス店

022(236)2323
022(274)4123
022(303)3923
022(303)1151
022(247)7117

新車店舗

〒983-0034
仙台市宮城野区扇町2-2-5
ホームページは、こちらから！

ケルヒャー 高圧洗浄機

対象/査定価格3万円
　　未満の車両

新車購入
限定 査定0円

でも！

ご成約プレゼント！ご成約プレゼント！

仙台牛(A5等級黒毛和牛)
サーロインステーキ 200g×4枚。

期間中、新車・中古車（50万円以上）をご成約のお客さまに、下記A～Fの中から１つプレゼント！
記念品は2022年1月下旬頃のお届けとなります。 ※景品の仕様は予告なく変更する場合がございます。※写真は実際と異なる場合がございます。※景品によっては色の指定はできませんのでご了承ください。

AA BB CC

EE FFDD

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

※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。

※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。

下取り車の走行距離または
保有年数に応じてキャッシュバック

100,000円最
大
最
大50,000円デイズ、ルークス

リーフ、ノート、キックス、
セレナ、エクストレイル

※オーラは対象外となります。

5万円割引！3万円割引！

3万円保証！下取り
買い増し

※テーガク5でご成約のお客様に限ります。 ※メンテプロパック54設定車に限ります。

ご購入
対象車種 

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

選べる

仙台牛サーロインステーキ
加湿機能と空気清浄機能の

2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。

アイリスオーヤマ 加湿空気清浄機
上質なギフトアイテム満載の総合ギフトカタログ。

カタログギフト

軽量・コンパクトなエントリークラスの家庭用高圧洗浄
機。初心者でも工具無しで接続しやすいクイックタイプ。

小さく、軽く、持ち運びやすい。携帯専用のNintendo Switch。掲載
モードでプレイできるすべてのNintendo Switchソフトに対応。

Nintendo Switch Lite
材料を入れてボタンを押すだけの簡単調理！圧力をかける
ことにより、通常調理より短い時間で料理が作れます。

アイリスオーヤマ 電気調理鍋

〈セット内容〉
○トリガーガン
○5m高圧ホース
○バリオスプレーランス
○本体カップリング
○給水口フィルター
○洗浄剤タンク ※テレビに出力して

　プレイすることは
　できません。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

期間 〜〜12月9日12月9日木木 13日13日月月 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拡大防止に伴う対応について

❶❶ファイナルチャンス

❸❸ファイナルチャンス

❹❹ファイナルチャンス

●本キャンペーンは予告なく変更または終
了する場合がございますのであらかじめご了
承ください。●今お乗りのおクルマ(日産車以
外も可)を下取りとして入庫頂き、購入対象車
種(新車)をご成約頂いた方が対象となりま
す。●キャッシュバック金額は、ご成約時点で
の走行距離、保有年数を基準とさせていただ
きます。●法人名義の契約は対象外となりま
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。

〈キャッシュバック金額〉下取り車の走行距離
1km=1円、または保有年数1年=1万円とし
て換算し、どちらか大きい方の金額で、リー
フ・ノート・キックス・セレナ・エクストレイルを
ご購入の場合は最大10万円、デイズ・ルーク
スをご購入の場合は最大5万円をキャッシュ
バックいたします。走行距離の場合は1kmを
1円として算出し、1千円未満の端数は切り上
げとなります。(例：10,001km=1万1千円
キャッシュバック)。保有年数の場合は、1年を
1万円として算出し、保有年数の1ヶ月単位は
繰り上げて1年となります。(例：3年1ヶ月=4
万円キャッシュバック)。
●本キャンペーンは予告なく変更または終
了する場合がございますのであらかじめご了
承ください。●今お乗りのおクルマ(日産車以
外も可)を下取りとして入庫頂き、購入対象車
種(新車)をご成約頂いた方が対象となりま
す。●キャッシュバック金額は、ご成約時点で
の走行距離、保有年数を基準とさせていただ
きます。●法人名義の契約は対象外となりま
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。

❷❷ファイナルチャンス 新車購入
限定



電気自動車

全車安心の1ヶ月もしくは1,000Kmの無料点検付！

お買得中古車多数展示中！
日産の中古車情報検索サイト GET-U 宮城日産の中古車情報はコチラから

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

残価設定型クレジット

特別金利3.9%

5万円最
大

キャッシュ
バック

10万円最
大

キャッシュ
バック

10万円最
大

キャッシュ
バック

10万円最
大
キャッシュバック

＊3 国土交通省および(独)自動車事故対策機構による安全性能評価。
＊4 試験車両:ルークス ハイウェイスターX 2WD/ハイウェイスターX プロパイロットエディション 2WD、
　  日産オリジナルナビゲーション装着車。2021年9月現在。
＊5 試験車両:デイズ ハイウェイスターX 2WD/ハイウェイスターX プロパイロットエディション 2WD、
     日産オリジナルナビゲーション装着車。2021年5月現在。

安全性能で選ぶなら、日産の軽！
ルークスとデイズが軽で唯一の最高評価

「ファイブスター賞」＊3獲得
＊4 ＊5

Photo：G leather edition。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)。オプション装着車。
〈内装〉Photo：G leather edition。内装色はブラック<G>。オプション装着車。※画面はハメ込み合成です。
※メーター、ナビなどの表示は機能説明のためのイメージ画像です。

車両本体価格
オーラ G leather edition
（EM47/HR12DE 2WD） 2,699,400円

（消費税抜価格2,454,000円）

Photo：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〈＃XCF〉
(特別塗装色55,000円)。オプション装着車。

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

1,734,700円
（消費税抜価格1,577,000円）

Photo：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〈＃XDT〉(特別塗装色66,000円)。オプション装着車。

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

1,567,500円
（消費税抜価格1,425,000円）

Photo：X エアリーグレーエディション。ボディカラーはバーガンディー(PM)。内装色はエアリーグレー<K>。オプション装着車。

車両本体価格
ノート X エアリーグレーエディション
（EM47/HR12DE 2WD） 2,629,000円

（消費税抜価格2,390,000円）

明るく、やさしいインテリアに包まれる

それは、
上質をまとったコンパクト。

それは、英知を宿すモンスター。
その力を解き放つのはあなた。
日産アリア登場。

NOTE AIRY GRAY EDITION
Debut

NEW

テーガク5 5万円割引

下取り 3万円保証

残価設定型クレジット

特別金利3.9% テーガク5 5万円割引 下取り 3万円保証

残価設定型クレジット

特別金利3.9%

テーガク5 5万円割引 下取り 3万円保証

残価設定型クレジット

特別金利3.9% テーガク5 5万円割引 下取り 3万円保証

NEW
NEW

リーフ限定残価設定型クレジット

特別金利2.9%

車両本体価格

セレナ e-POWER XV エアロ
（EM57/HR12DE 2WD）

3,403,400円
（消費税抜価格3,094,000円）

Photo：e-POWER XV エアロ。ボディカラーはダークメタルグレー(M)／ダイヤモンドブラッ
ク(P)2トーン〈＃XCX・スクラッチシールド〉(特別塗装色55,000円)。オプション装着車。

車両本体価格

日産アリア B6
（66kWhバッテリー搭載車）

5,390,000円
（消費税抜価格4,900,000円）

Photo：B6。ボディカラーは暁-アカツキ：サンライズカッパー(M)/ミッドナイトブラッ
ク(P) 2トーン<スクラッチシールド>(特別塗装色88,000円)。オプション装着車。

ルークスは 1,415,700円(税込)から デイズは 1,327,700円(税込)から

ノートは 2,029,500円(税込)から

車両本体価格

リーフ
アーバンクロム
（40kWhバッテリー搭載車）

4,118,400円
（消費税抜価格3,744,000円）

Photo：アーバンクロム。ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)/オーロラフレアブ
ルーパール(P) 2トーン<特別塗装色71,500円>。オプション装着車。

＊1 コンパクトセグメント：総排気量1600cc以下の小型・普通乗用車。
　  2021年10月日産調べ。
＊2 国土交通省及び(独)自動車事故対策機構による安全評価
※試験車両：ノート X 2WD アダプティブLEDヘッドライトシステム、
　インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物検知機能付)。
　Nissan Connectナビゲーション、SOSコール装着車。2021年10月現在。

オーラ・ノート
コンパクトセグメントで最高得点＊1

「ファイブスター賞」獲得＊2
自動車安全性能JNCAP最高評価

＊2

それは洗練された美しさ。
大人のための特別なセレナ。


