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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！

10万円最
大

月1 26日水～31日月

テーガク5 5万円割引 下取り 3万円保証テーガク5 5万円割引 下取り 3万円保証

Photo：G。ボディカラーはガーネットレッド(CP)/スーパーブラック 2トーン〈特別塗装色82,500円〉。オプション装着車。

車両本体価格
オーラ G（EM47/HR12DE 2WD）

2,610,300円
（消費税抜価格2,373,000円）

Photo：X。ボディカラーはビビットブルー(M)/スーパーブラック2トーン〈特別塗装色55,000円〉。オプション装着車。

車両本体価格
ノート X（EM47/HR12DE 2WD）

2,186,800円
（消費税抜価格1,988,000円）

10万円最
大
キャッシュバック

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%
残価設定型クレジット

特別金利

3.9%

ノートは 2,029,500円(税込)からオーラは 2,610,300円(税込)から

オーラ・ノート
カー オブザイヤーダブル受賞

5万円
プレゼント

オプション
オーラ限定

新車・中古車 新車購入限定

新車購入限定 新車購入限定

下取り
買い増し3万円保証！査定0円でもOK！

査定価格3万円未満の車両対 象

②を単体でご成約の場合3万円割引②を単体でご成約の場合3万円割引

①～③をセットで
ご成約の場合
①～③をセットで
ご成約の場合 5万円割引5万円割引

※テーガク5に限ります。 ※リーフは対象外。※テーガク5に限ります。 ※リーフは対象外。

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

カタログギフト
プレゼント！

期間中、新車・中古車（50万円以上）をご成約のお客さまに

※特典❶ 仕様は予告なく変更する場合がございます。 写真は実際とは異なる場合がございます。 ※商品は2022年2月下旬頃のお届けとなります。
※特典❷〈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に最大10万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。

※特典❸ 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までお問い合わせください。

※上記特典❶～❹について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。

上質なギフトアイテム満載の
総合ギフトカタログ。

ご購入対象車種 

リーフ、ノート、
キックス、セレナ、
エクストレイル

乗った分だけ
購入サポートキャンペーン

※オーラは対象外となります。

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！

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応について
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。

決算決算

先取り特典先取り特典先取り特典先取り特典決算決算 先取り特典先取り特典先取り特典先取り特典決算決算

先取り特典先取り特典先取り特典先取り特典決算決算 先取り特典先取り特典先取り特典先取り特典決算決算



5D・車検整備付・オリーブグリーン・AT・フル装備・CD・
メモリーナビ/TV、ETC・13千㎞・修復歴無　〈866〉

28年 ノート 1200 e-POWER X

扇町

139.7万円
車両価格（消費税込）

万円150.2
支払い総額（消費税込）

4D・検令和4年10月・ブリリアントホワイトパール・CVT・フル装備・
CD・メモリーナビ/TV、ETC・38千㎞・修復歴無　〈724〉

25年 シルフィ 1800 X

扇町

79.2万円
車両価格（消費税込）

万円87.5
支払い総額（消費税込）

5D・検令和5年9月・スチールブルー・AT・フル装備・
CD・13千㎞・修復歴無　〈266〉

24年 ウイングロード 1500 15S

扇町

72.6万円
車両価格（消費税込）

万円81.7
支払い総額（消費税込）

28年 エクストレイル 2000 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD

扇町

184.8万円
車両価格（消費税込）

万円193.9
支払い総額（消費税込）

5D・検令和5年9月・バーニングレッド・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ/TV・38千㎞・修復歴無　〈527〉

5D・車検整備付・プレミアムパープル・CVT・フル装備・
メモリーナビ/TV・82千㎞・修復歴無　〈003〉

26年 デイズ 660 X 4WD

名取

69.3万円
車両価格（消費税込）

万円75.9
支払い総額（消費税込）

5D・車検整備付・ホワイトパール・CVT・フル装備・CD・AW・
メモリーナビ/TV、ETC・40千㎞・修復歴無　〈008〉

28年 デイズ ルークス 660 ハイウェイスターG ターボ 4WD

石巻

132.0万円
車両価格（消費税込）

万円138.6
支払い総額（消費税込）

5D・車検整備付・スチールブルー・CVT・フル装備・
AW・メモリーナビ・21千㎞・修復歴無　〈678〉

28年 ウイングロード 1500 15M V リミテッド

古川

107.8万円
車両価格（消費税込）

万円119.3
支払い総額（消費税込）

5D・車検整備付・ホワイト・CVT・フル装備・CD・
メモリーナビ/TV、ETC・29千㎞・修復歴無  〈214〉

28年 ノート 1200 X

気仙沼

110.0万円
車両価格（消費税込）

万円121.2
支払い総額（消費税込）

掲載車種は1月上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。

中古車特
選 検 索Get-U

その他の
中古車情報は
こちらから！

中古車情報検索サイト

全車安心の1ヶ月もしくは1,000Kmの無料点検付！

決算決算

＊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。

テーガク5 5万円割引 下取り 3万円保証 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%

ルークスは 1,415,700円(税込)から
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）

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

リーフ限定

2.9%

日産アリアは 5,390,000円（税込）から
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。

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）

リーフは 3,326,400円（税込）から
Photo：X。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。

車両本体価格リーフ X
（40kWhバッテリー搭載車）

3,825,800円
（消費税抜価格3,478,000円）

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%

デイズは 1,327,700円(税込)から
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）

＊4 ＊5

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」  獲得 ＊3

電気自動車

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

キックスは 2,759,900円（税込）から
Photo:コロンビアエディション。ボディカラーはチタニウムカーキ
(PM)〈EAN〉(特別塗装色38,500円)。オプション装着車。

車両本体価格キックス コロンビアエディション
（EM57/HR12DE 2WD）

2,970,000円
（消費税抜価格2,700,000円）

セレナは 2,576,200円（税込）から
Photo：e-POWER XV エアロ。ボディカラーはアズライトブルー(P)。
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。

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）

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%

限定500台
アウトドアブランド・
コロンビアと
コラボした
特別仕様車。


