
●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。

4WDも新登場。4WDも新登場。
ノート X FOUR
EM47-MM48/HR12DE 4WD
ノート X FOUR
(EM47-MM48/HR12DE 4WD)

円車両本体価格 2,445,300
ノート X FOUR
EM47-MM48/HR12DE 4WD
ノート X FOUR
(EM47-MM48/HR12DE 4WD)

円車両本体価格 2,445,300
（消費税抜価格 2,223,000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

3.9%3.9%

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

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

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。

ノート AUTECH
EM47/HR12DE 2WD
ノート AUTECH
(EM47/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 2,504,700
ノート AUTECH
EM47/HR12DE 2WD
ノート AUTECH
(EM47/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 2,504,700
（消費税抜価格 2,277,000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。

Photo：(上)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。(下)ハイウェイスターGターボ 
アーバンクロム プロパイロットエディション(2WD)。ボディカラーはホワイトパール(3P)<#QBB>(特別塗装色33,000円)。オプション装着車。

Photo：AUTECH。ボディカラーはオーロラフレアブルー
パール(P)/スーパーブラック2トーン(特別塗装色
71,500円)【AUTECH専用色】。オプション装着車。

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。

円車両本体価格 3,665,200

セレナ
ハイウェイスターV アーバンクロム 
EM57/HR12DE 2WD

セレナ　　　　　　
ハイウェイスターV アーバンクロム 
(EM57/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 3,665,200

セレナ
ハイウェイスターV アーバンクロム 
EM57/HR12DE 2WD

セレナ　　　　　　
ハイウェイスターV アーバンクロム 
(EM57/HR12DE 2WD)

（消費税抜価格 3,332,000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。

円車両本体価格 3,114,100
キックス AUTECH 
EM57/HR12DE 2WD
キックス AUTECH 
(EM57/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 3,114,100
キックス AUTECH 
EM57/HR12DE 2WD
キックス AUTECH 
(EM57/HR12DE 2WD)

（消費税抜価格 2,831,000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。

2月末
まで

※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！

※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

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

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

ナビレコ
お買い得パック

(ナビ＋前後ドラレコ)
対象期間

３月末までの
ご成約かつ
ご登録

デ
イ
ズ
限
定

（
税
込・取
付
費
込
）

Photo：(上) 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。
(下) e-POWER ハイウェイスターV 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)<#QAB>(特別塗装色44,000円)。

Photo：(上)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。
(下)AUTECH。ボディカラーはダークブルー(PM)/ピュアブラック(PM)2トーン(特別塗装色55,000円)【AUTECH専用色】。オプション装着車。

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

アーバンクロム特別装備

アーバンクロム特別装備

アーバンクロム特別装備

特別仕様車「アーバンクロム」新登場

特別仕様車「アーバンクロム」新登場

●専用フロントグリル(漆黒メッキ)
●16インチアルミホイール(スモーククリア)
●電動格納式ドアミラー(ブラック)●専用エクステリア&インテリア

●専用シグネチャーLED
●専用17インチアルミホイール&205/55R17 91Vタイヤ

円車両本体価格 1,998,700

ルークス ハイウェイスターGターボ 
アーバンクロム プロパイロットエディション 
660 2WD エクストロニックCVT

ルークス ハイウェイスターGターボ 
アーバンクロム プロパイロットエディション 
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,998,700

ルークス ハイウェイスターGターボ 
アーバンクロム プロパイロットエディション 
660 2WD エクストロニックCVT

ルークス ハイウェイスターGターボ 
アーバンクロム プロパイロットエディション 
(660 2WD エクストロニックCVT)

（消費税抜価格 1,817,000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。

●専用フロントグリル(ダーククロムメッキ)
●電動格納式ドアミラー(ブラック)
●防水シート(ブラック)

特別仕様車「アーバンクロム」新登場

円車両本体価格 1,699,500

デイズ ハイウェイスターX
アーバンクロム プロパイロットエディション 
660 2WD エクストロニックCVT

デイズ ハイウェイスターX
アーバンクロム プロパイロットエディション 
(660 2WD エクストロニックCVT)

円車両本体価格 1,699,500

デイズ ハイウェイスターX
アーバンクロム プロパイロットエディション 
660 2WD エクストロニックCVT

デイズ ハイウェイスターX
アーバンクロム プロパイロットエディション 
(660 2WD エクストロニックCVT)

（消費税抜価格 1,545,000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。

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9%

●専用フロントグリル(漆黒メッキ)
●電動格納式ドアミラー(ブラック)
●専用バックドアフィニッシャー(ダーククロムメッキ)

ルークスは、 円（税込）から！1,415,700

Photo：(上) 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。
(下)ハイウェイスターXアーバンクロム プロパイロットエディション(2WD)。ボディカラーはホワイトパール(3P)
<#QBB>(特別塗装色33,000円)。オプション装着車。

新登場

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。 ※メンテプロパック54設定車に限ります。

決算特典決算特典1 決算特典決算特典 2

【対象車種】 セレナ、エクストレイル、リーフ、スカイライン、キックス、デイズ、ルークス
【対象条件】 対象車種の新車を2021年3月31日までに
　　　　　 ご成約いただいた方が対象となります。
＊残価設定型クレジットご利用が条件となります。＊詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

〈乗るなら今！購入後一年間金利負担実質0について〉●本キャンペーンは日
産自動車株式会社と株式会社日産フィナンシャルサービスの合同主催のキャ
ンペーンです。●本キャンペーンは株式会社日産フィナンシャルサービスの残
価設定型クレジットをご利用の上、対象車種（新車）をご成約されたお客さまが
対象となります。●原則として、残価設定型クレジットのお支払い口座とキャッ
シュバック口座は同一口座となります。●キャッシュバック金額と振込時期は、
残価設定型クレジットの初回お支払い後、郵送にて通知いたします。●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。●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。●一部販売会社ではお取扱いしていない場合がございます。●
詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

※2020年12月17日以降に対象車種の新車を株式会社日産フィナンシャルサービスの残価設定型クレジットで
　2021年3月31日までにご成約いただくと、初回支払い月から1年間分の金利相当額をキャッシュバックします。

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 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！

さ
ら
に
今
な
ら！

さ
ら
に
今
な
ら！

新型ノートは、 円（税込）から！2,029,500

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

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

ノート X EM47/HR12DE 2WDノート X (EM47/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 2,186,800
ノート X EM47/HR12DE 2WDノート X (EM47/HR12DE 2WD)

円車両本体価格 2,186,800
（消費税抜価格 1,988,000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。

踏んだ瞬間、別次元。驚きの走りをお店で。踏んだ瞬間、別次元。驚きの走りをお店で。

新次元の走行性能。
本格電動式4WD
リヤモーターの最高出力50kWの
新次元パワー、日産独自の前後独立
モーター制御によりあらゆる状況で
優れた走行性能を発揮します。

乗ればわかる、電気のたのしさ。

誕 生

新 型

アクセルを踏めば驚きのレスポンス。発進、追い越しもストレス
がなく力強い。加速も減速もアクセルペダルひとつ。急な減速
を抑え、停車や駐車もなめらか。モーターならではの静寂走行
も体感できます。

第2世代e-POWER

試乗体感
実施中！
試乗体感
実施中！

乗ってるあいだも、思い出に。
家族がいちばん楽しめる。
360°セーフティーアシスト標準装備

AUTECH特別装備



エクストレイル 20Xi 
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 3,256,000

エクストレイル 20Xi 
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 3,256,000
（消費税抜価格 2,960,000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

暮らしを豊かに、
新たなステージへ

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。

電気
自動車100%

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

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1,289,200車両本体価格

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1,289,200車両本体価格

（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)。

先駆けるプライド、
超えつづける本能。
スカイライン

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〉。

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%

残価設定型クレジット

特別金利

3.9%3.9% 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、 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
デッカい一歩を、踏み出そう。
NEW エルグランド登場

残価設定型クレジット

特別金利

2.9%2.9%

Photo：20Xi 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）。 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)。エクストレイルは、 円（税込）から！2,482,700

4つの予防安全技術を新たに搭載。

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

4つの予防安全技術を新たに搭載。

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

※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。

●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

床下・足まわりの
サビ発生を防ぐ

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。

約12ヶ月効果

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）

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）1BOX

7,260円（税込）1BOX以外

施工費込希望小売価格

短時間で優れたパフォーマンス！

もこもこ泡シャンプーで！

約1ヶ月効果

約6ヶ月効果

※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）

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。

は、宮城日産におまかせください!!

ウイルス感染症予防対策に！ウイルス感染症予防対策に！

●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！

●繰り返すことで効果UP!
　短時間だから、気軽にできます。
　繰り返すことで、光沢と撥水力が
　UPします。
●撥水&艶コート
　特殊コーティング剤配合で、撥水性のある艶やかな光沢と、
　すべすべの手触り感の良いボディに。約1ヶ月間雨水を弾きます。
●抜群の泡立ちと洗浄能力
　洗車と同時にコーティング。ミクロの泡の効果で、
　洗車キズを入れることなくボディの汚れを落とし均一な
　コーティングを実現します。

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

※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。

通常価格

2,750円~（税込）

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！

通常価格

7,315円~（税込）

効果

約12ヶ月

軽自動車/普通車

通常価格
2,970円（税込）

キャンペーン価格

1,100円1,100円（税込）
1BOX/SUV

通常価格
4,180円（税込）

キャンペーン価格

1,650円1,650円（税込）

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・検令和3年8月・パールホワイト・CVT・
フル装備・CD・19千Km・修復歴無

24年 ムーヴコンテ 660 X

名　取

55 0万円
（消費税込）

車両価格

59 9万円
（消費税込）

支払い総額

339

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・2216Km・修復歴無

31年 デイズ 660 ハイウェイスターX

名　取

143 0万円
（消費税込）

車両価格

148 5万円
（消費税込）

支払い総額

960

5D・検令和5年11月・アッシュブラウン・CVT・フル装備・
CD・メモリーナビ・TV・11Km・修復歴無

2年 ルークス 660 X

名　取

148 5万円
（消費税込）

車両価格

155 1万円
（消費税込）

支払い総額

205

5D・検令和4年10月・ピンクゴールド・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・6437Km・修復歴無

1年 デイズ ルークス 660 X Vセレクション

石　巻

121 0万円
（消費税込）

車両価格

126 9万円
（消費税込）

支払い総額

582

5D・検令和4年5月・フォレストアクア・CVT・フル装備・
CD・29千Km・修復歴無

27年 モコ 660 S

扇　町

71 5万円
（消費税込）

車両価格

78 3万円
（消費税込）

支払い総額

333

5D・検令和3年6月・ラディアントレッド・CVT・フル装備・
CD・AW・HDDナビ・TV・ETC・42千Km・修復歴無

22年 ジューク 1500 15RX

扇　町

59 4万円
（消費税込）

車両価格

67 4万円
（消費税込）

支払い総額

418

5D・検令和3年11月・バーニングレッド・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・52千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パッケージ 4WD

扇　町

167 2万円
（消費税込）

車両価格

175 7万円
（消費税込）

支払い総額

270

5D・車検整備付・ブリリアントホワイトパール・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・85千Km・修復歴無

28年 セレナ 2000 ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション＋セーフティ2

扇　町

156 2万円
（消費税込）

車両価格

167 8万円
（消費税込）

支払い総額

217

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・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・24千Km・修復歴無

30年 エクストレイル 2000 20Xi 4WD

石　巻

236 5万円
（消費税込）

車両価格

250 2万円
（消費税込）

支払い総額

333

5D・検令和4年8月・シルバーメタリック・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・9600Km・修復歴無

1年 デイズ ルークス 660 ハイウェイスターX ターボ

石　巻

137 5万円
（消費税込）

車両価格

143 3万円
（消費税込）

支払い総額

473

5D・検令和5年11月・パールホワイト・CVT・フル装備・
AW・メモリーナビ・TV・16Km・修復歴無

2年 デイズ 660 X

古　川

128 7万円
（消費税込）

車両価格

135 4万円
（消費税込）

支払い総額

390

5D・検令和5年11月・パールホワイト・CVT・フル装備・
AW・メモリーナビ・TV・15Km・修復歴無

2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

古　川

146 3万円
（消費税込）

車両価格

153 0万円
（消費税込）

支払い総額

256

5D・検令和4年8月・シルバーメタリック・CVT・フル装備・
AW・メモリーナビ・TV・ETC・11千Km・修復歴無

1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

古　川

126 5万円
（消費税込）

車両価格

132 3万円
（消費税込）

支払い総額

934

5D・検令和3年12月・プレミアムパープル・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・ETC・8099Km・修復歴無

30年 デイズ 660 ハイウェイスターX

気仙沼

104 5         万円
（消費税込）

車両価格

109 7万円
（消費税込）

支払い総額

259

5D・検令和4年7月・スーパーブラック・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・5069Km・修復歴無

1年 ノート 1200 e-POWER メダリスト

気仙沼

179 3万円
（消費税込）

車両価格

187 6万円
（消費税込）

支払い総額

605

5D・検令和5年11月・グレーメタリック・CVT・フル装備・
CD・AW・メモリーナビ・TV・16Km・修復歴無

2年 ルークス 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

174 9万円
（消費税込）

車両価格

181 5万円
（消費税込）

支払い総額

762

※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、1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2021年1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。 
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日 月 火 水 木 金 土

休業日

2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


