
抽選でQUOカード抽選でQUOカード

500円分プレゼント500円分プレゼント
◎詳しくは各店舗にお問い合わせください。有効期限：当選から1ヶ月以内

※画像はイメージ
　です。

お
かげさまで80周

年

お
かげさまで80周

年

高速道路同一車線
自動運転技術
プロパイロット

※メーカーオプション

頭　　金 807,640円
所要資金 2,900,000円
初回支払い 103,027円
2回目以降（×49回）　 29,000円
ボーナス月（×9回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 741,000円
合　　　計 3,972,667円

残価設定型
クレジット 2.9%2.9%
29,000円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い  ●初回支払い月/平成30年12月  ●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりませんので、別途申し受けます。

エコカー

対 象 車
免税

残価設定型クレジット2.9%2.9%特別低金利特別低金利

いきなり、新次元。

新型日産リーフ

＊ブランド通称名「リーフ」の2010年発売以降の国内累計
　販売台数（自販連調べ 2018年4月末現在）。

NEW

最高ランク
 　 獲得※1

※試験車両:e-POWER X。平成29年1月現在。

満点

JNCAP予防安全性能評価で

福島日産福島日産

残価設定型クレジット特別低金利実施中!残価設定型クレジット特別低金利実施中!

福島日産福島日産福島日産

エルグランドジュークキューブマーチデイズ ルークス

Photo：X 10万台記念車。
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〈#XBK・特別塗装色で70,200円（消費税込）高となります〉。

11月23日（金・祝）・24日㈯・25日㈰は11月23日（金・祝）・24日㈯・25日㈰は
ニッサンデー!ニッサンデー!
各店オリジナルのプレゼントをご用

意しております!

※数に限りがございますので、品
切れの場合はご容赦ください。

多彩な先進技術を標準装備!

リーフ X 10万台記念車
EM57 2WD

3,707,640円車両本体価格
（消費税込）

クリーンエネルギー自動車
等導入事業費補助金

※40万円
※「平成30年度CEV補助金40万円（ZE1）」
　平成31年2月22日登録分まで

滑りやすい交差点での発進･加速がスムース
アクセルの踏みすぎによる
タイヤの空転を抑制。
右左折やカーブでもスムースに
発進･加速できます。

坂道発進でもタイヤが空転しにくい
上り坂で車両がずり下がるような
場面では、瞬時に4WD走行に切り
替わり、スムースかつ力強く発進。

福島日産最新情報はこちらから!

https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

福島日産 検 索

大好評

〈1.9％特別低金利クレジットについて〉 ●対象は、対象車種の新車をご成約の上で、㈱日産ファイナンシャルサービスの日産ビッグバリュークレジットをご利用の場合に限らせていただきます。 ●本クレジットは、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。 ●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。 ●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。

11 16金11 16金11 16金

▶▶30金

11 16金

▶▶30金
◎11月19日㈪・20日㈫・27日㈫は定休日となります。

頭　　金 500,220円
所要資金 2,800,000円
初回支払い 106,535円
2回目以降（×49回）　 16,400円
ボーナス月（×9回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,178,000円
合　　　計 3,488,355円

残価設定型
クレジット 1.9%1.9%1.9%
16,400円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い  ●初回支払い月/平成30年12月  ●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりませんので、別途申し受けます。

ETC2.0

お
す
す
め
オ
プ
シ
ョ
ン

合計 3,300,220円

ナビレコツインモニターパック
（MM518D-L）+ETC2.0 425,260円

2,874,960円車両本体価格
（消費税込）

セレナ ハイウェイスター 
VセレクションⅡ 
2000 2WD エクストロニックCVT

NEW ノート e-POWER MEDALIST FOUR 
ブラックアロー EM57/HR12DE/N2 4WD

2,640,600円車両本体価格（消費税込）

エコカー

対 象 車
免税

Photo：e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロー。ボディカラーはサンライトイエロー（P）/スーパーブラック 2トーン〈＃XBL・特別塗装色で
23,760円（消費税込）高となります〉。内装色はブラックアロー専用ブラック〈Z〉。メーカーオプション装着車。

Photo：セレナ ハイウェイスター VセレクションⅡ（2WD）。
ボディカラーはアズライトブルー（P）〈＃RBR〉。内装色はブラック〈G〉。メーカーオプション装着車。

エコカー

対 象 車
減税

NEW

最高ランク　  獲得※4満点

JNCAP予防安全性能評価で

※画像はイメージです。

最高ランク
 　  獲得※1

※試験車両:e-POWER X。
　平成29年1月現在。

満点

JNCAP予防安全
性能評価で

応募期間

11月30日㈮17：00まで 詳しくはこちらから!▶

おクルマの購入を
ご検討の方に!

毎週抽選で 合計100名さま
購
入
資
金50

（税抜）

万
円

プレゼント

先進技術搭載の
7車種から選べる！
合計3名さま

ク
ル
マ11どれでも

台

プレゼント

webからお申し込みいただけます。

MM518D-L

後席モニター

ドライブレコーダー

ハイウェイスター VセレクションⅡ特別装備

●日産オリジナルナビ取付パッケージ
●快適パック

●LEDヘッドランプ
●16インチタイヤ＋
　アルミホイール

●ハンズフリーオート
　スライドドア〈両側〉
　（挟み込み防止機構付）

福島県限定特別仕様車人気の装備を
お得に!

家族史上、最高♠のおでかけにしよう。

時代が求める、その先へ。♠ 全高1.8m以上、3列シートの国産車で1.2～2.0Lクラス 7/8人
　 乗りミニバン（2018年 2月現在 日産調べ）。
♣ e-POWERの場合、オプション装着により車両重量が1770㎏
　 以上となった場合、燃料消費率は24.8㎞/ℓとなります。

ミニバンクラス

No.1♠

低燃費
26.2㎞/ℓ♣

燃料消費率
（国土交通省審査値）

エコカー

対 象 車
免税

2,880,000円127,920円特別値引 2,880,000円127,920円特別値引
頭　　金 200,000円
所要資金 2,680,000円
初回支払い 100,720円
2回目以降（×49回）　 20,300円
ボーナス月（×9回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,157,000円
合　　　計 3,352,420円

残価設定型
クレジット 4.9%4.9%
20,300円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い  ●初回支払い月/平成30年12月  ●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりませんので、別途申し受けます。

合　　計 3,007,920円

車両本体価格（消費税込） 2,968,920円
ドライブレコーダー 39,000円

セレナ 
e-POWER X
EM57/HR12DE 2WD

頭　　金 120,000円
所要資金 1,800,000円
初回支払い 84,392円
2回目以降（×49回）　 14,000円
ボーナス月（×9回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 606,000円
合　　　計 2,216,392円

残価設定型
クレジット 4.9%4.9%
14,000円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い  ●初回支払い月/平成30年12月  ●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりませんので、別途申し受けます。

合　　計 2,060,760円

車両本体価格（消費税込） 2,021,760円
ドライブレコーダー（DJ4-S） 39,000円

ノート 
e-POWER X
EM57/HR12DE 2WD

3,050,000円
277,982円特別値引

頭　　金 350,000円
所要資金 2,700,000円
初回支払い 85,522円
2回目以降（×49回）　 16,700円
ボーナス月（×9回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 1,264,000円
  合　　　計 3,237,822円

残価設定型
クレジット 1.9%1.9%1.9%
16,700円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い  ●初回支払い月/平成30年12月  ●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりませんので、別途申し受けます。

合　　計 3,327,982円

車両本体価格（消費税込） 3,009,960円
9インチナビ（MM518D-L） 318,022円

エクストレイル 
20Xi ［2列］ 2000 
4WD エクストロニックCVT

※ミニバンとは3列シートの国産車を指します。
　ミニバン順位は日産調べ。
　2018年1月～6月（自販連調べ）

Photo：e-POWER X。
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〈#XAM・スクラッチシールド・
特別塗装色で75,600円（消費税込）高となります〉。

内装色はブラック〈G〉。

エコカー

対 象 車
免税

Photo：e-POWER X。
ボディカラーはプレミアムコロナオレンジ（PM）
〈#EBB・特別塗装色で48,600円高となります〉。
メーカーオプション装着車。

Photo：20Xi Plus（4WD）。
ボディカラーはシャイニングブルー（PM）

〈#RAW・スクラッチシールド〉。メーカーオプション装着車。

高速ドライブなどでのストレスやリスクを軽減!
■高速道路 同一車線
　自動運転技術
　「プロパイロット」※2

混雑したサービスエリアでの駐車も安心!

■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）※3■LEDヘッドランプ 他

20Xi主要装備

No.1 ※ノートとして。登録車とは軽自動車及び海外
　ブランドを除く普通乗用車を指します。
　2018年1月～2018年6月（自販連調べ）。

※ No.1
※

※SUV 4WDとは自販連区分
　オフロード4WDの国産車を
　指します。
　2018年1月～6月（自販連
　調べ）。

いつもの雪道だって、
突然の降雪だって、
安心して走れる。

秋 の 福 島 日 産 は お 得 な ク ル マ が 大 豊 作 !秋 の 福 島 日 産 は お 得 な ク ル マ が 大 豊 作 !

フェアホクホク

2,880,000円127,920円特別値引 1,920,000円140,760円特別値引

1.9% ｢50万円の購入資金｣または
｢クルマ1台｣当たるチャンス!

1.9%1.9% エクストレイル セレナ
（※e-POWERは除く）

デイズ

残価設定型クレジット

1.9%1.9%福島日産福島日産福島日産
特別低金利特別低金利特別低金利

今なら今なら

残価設定型クレジット

1.9%1.9%福島日産福島日産福島日産
特別低金利特別低金利特別低金利

今なら今なら

セレナに人気の装備がついて
お求めやすい 
VセレクションⅡ登場!

残価設定型
クレジット
特別低金利
実施中!

残価設定型
クレジット
特別低金利
実施中!

残価設定型
クレジット
特別低金利
実施中!

※1：ノートの「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」「インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）/LDW（車線逸脱警報）」「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）」搭載車は、国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構による平成29年度自動車アセスメント（JNCAP）において予防安全性能評価で、満点で最高評価となる「ASV++（ダブルプラス）」を獲得［試験車両：
e-POWER X］。 ※2：プロパイロットは、高速道路での車線や前走車との車間距離の維持、前走車に合わせた加速・減速・停止等を行います。〈ご注意〉プロパイロットは高速道路で使用してください。本機能はドライバーの運転操作支援が目的であり、完全自動運転システムではありません。悪天候時には作動しない場合がある等機能には限界があります。周囲の状況に注意し、常に安全運転を心がけてください。 ※3：モニ
ターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。 移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドライ
バーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。 ※4：セレナの「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」「LDW（車線逸脱警報）」「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）」搭載車は、国土交通省と独立
行政法人自動車事故対策機構による、先進安全技術を搭載した自動車の安全性能を試験・評価する平成28年度自動車アセスメント（JNCAP）の予防安全性能評価において最高評価となる、「ASV＋＋（ダブルプラス）」を獲得［試験車両：ハイウェイスター セーフティパックB（2WD）］。平成29年5月現在。
●価格にはオプション代、特別塗装代、保険料、税金（消費税を除く）、登録、任意保険等に伴う費用は含まれておりません。●表示している」車両本体価格には消費税が含まれております。尚、掲載写真のオプション代は含まれておりません。●ボディカラー等は、印刷インクの特質上、実際とは異なって見える場合があります。●詳しくはカーライフアドバイザーにお尋ねください。●掲載のクレジットは予告なしに終了する場
合がございます。ご了承ください。●表記のクレジットお支払い例は、初回お支払い月2018年12月、ボーナス7月・12月で計算した一例です。●広告有効期限：2018年11月末日

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。

◉リーフ、エクストレイル、セレナ、ノートのエマージェンシーブレーキは、約10～80㎞/hの範囲で作動します。停止している車両、または歩行者に対しては、約60㎞/h以上では作動しません。また約30㎞/h以下で衝突回避の能力があります。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。

ご注意



ワンタッチオートスライドドア
（運転席側）

残価設定型クレジット

1.9%1.9%福島日産福島日産福島日産
特別低金利特別低金利特別低金利

今なら今なら

適用保証例 ※詳しくはカーライフアドバイザーへお尋ねください。

RENAULT
T WINGO

RENAULT LUTECIA
ルノー トゥインゴ
車両本体価格
（消費税込） 1,770,000円～ ルノー ルーテシア

車両本体価格（消費税込）

1,990,000円～

乗る人を魅了するフレンチコンパクト

日産定番の買い方! 残価設定型クレジット

POINT
1

月々のお支払いが
らくらく!

月々の負担がらくだから、毎日をもっと楽しめる!

あらかじめ数年先のクルマの買取保証額
(＝残価)を設定し、その差額を差し引いた
分だけ、分割してお支払いとなります。

POINT
2

クレジット終了時の
プランがえらべる!

ライフステージに合わせたクルマに替えられる!

最終回お支払時に、ご希望に合わせて3つ
のプランから選べます。

POINT
3

買取額が保証されて
いるからあんしん!

車両価格が上下しても大丈夫!

3・4・5年後の買取価格を保証します。

月々の
お支払い分

この部分を
最初に設定

残価

1 新車に買いかえ

2 クルマを返却

3 クルマをお客さまが買取※

※現金一括または再分割

買取
保証額

実際の
査定額

買取
保証額 実際の

査定額

買取保証額より実際の
査定額が高かった場合※1

買取保証額より実際の
査定額が低かった場合※2

差額は次の
クルマの
頭金に!

差額の
負担は
不要!

※1 最終回のお支払い時にクルマを返却される場合、査定額と買取保
証額の差額の返金はございません。 ※2 車両の状態が事前に定められ
た条件を満たしている場合に限ります。

通常3年の新車保証をさらに2年延長

5年間の保証付で あんしん

新車 初回車検

3
年目

5
年目

2回目車検

一
般
保
証

新車保証
3年または

6万㎞走行時の
どちらか早い方

グッドプラス
保証で

2年間延長!!

2年間
延長保証
適用保証例

ドアミラー修理
カーナビ（純正）修理
パワーウィンドウ修理

エアコン修理
オーディオ（純正）修理
 など

愛車のメンテナンスに 強い味方

車検も付いてとってもおトクな

点検整備内容

6ヶ月安全点検 4回 12ヶ月法定点検 3回

エンジンオイル交換 9回 オイルフィルター交換 4回

車検 ※車検時諸経費用は
　別途となります。 1回

メンテ
30

初回
車検

6ヶ月
安心点検

12ヶ月
法定点検

6ヶ月
安心点検

日産ならではの安心を無償で

小さなキズも自動車保険を使わず直す

日産カーライフ

無償
サービス

プラス

①スモール・リペアサービス
②事故現場かけつけサポート
③アクシデント・ロードサポート

※詳しくはカーライフアドバイザーへお尋ねください。

先進技術
搭載車

限定サービス

●プレミアムガラス交換（フロント）
●プレミアムタイヤ交換※

●プレミアムバンパー交換（フロント）※
※2017.9.1.始期以降適用

福島市北町2‐32　TEL.024‐523‐0203
■ルノー福島北町

郡山市南二丁目74　TEL.024‐945‐9195
■ルノー郡山

残価設定型
クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

今
な
ら

今
な
ら

J IMPUL
 NOTE

J IMPUL 
SERENA

J IMPUL 
CARAVAN

http://www.renault.jp/

マーチ G 1200 2WD エクストロニックCVT
1,557,360円車両本体価格（消費税込）

Photo：G。
ボディカラーはナデシコピンク

（PM）〈＃NAR〉。

ジューク 15RX Vセレクション 
パーソナライゼーション
1500 2WD エクストロニックCVT

車両本体価格（消費税込）

2,112,480円

残価設定型クレジット

1.9%特　別
低金利
特　別
低金利

今なら今なら

残価設定型クレジット

1.9%特　別
低金利
特　別
低金利

今なら今なら

Photo：15RX V Selection パーソナライゼーション。
ボディカラーはアズライトブルー（P）〈＃RBR〉+ホワイトパーソナライゼーション。
内装色はブラック〈G〉+ホワイトパーソナライゼーション。メーカーオプション装着車。

Photo：15RX V Selection パーソナライゼーション。
ボディカラーはアズライトブルー（P）〈＃RBR〉+ホワイトパーソナライゼーション。
内装色はブラック〈G〉+ホワイトパーソナライゼーション。メーカーオプション装着車。

NEW

NEW

カラーが選べる、個性が活きる。
パーソナライゼーション

頭　　金 39,440円
所要資金 1,600,000円
初回支払い 86,568円
2回目以降（×49回）　 5,300円
ボーナス月（×9回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 639,000円
合　　　計 1,744,708円

残価設定型
クレジット 1.9%
5,300円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い
●初回支払い月/平成30年12月
●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりません
　ので、別途申し受けます。

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

車両本体価格（消費税込）1,639,440円
NEW

頭　　金 42,880円
所要資金 1,400,000円
初回支払い 84,363円
2回目以降（×49回）　 3,400円
ボーナス月（×9回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 519,000円
合　　　計 1,532,843円

残価設定型
クレジット1.9%1.9%1.9%
3,400円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い
●初回支払い月/平成30年12月
●ボーナスお支払い月/7月・12月
※価格には諸経費が含まれておりません
　ので、別途申し受けます。

デイズ ハイウェイスター X 
660 2WD エクストロニックCVT

車両本体価格（消費税込）1,442,880円
NEW エコカー

対 象 車
減税

Jインパルはこれからのエアロパーツの
新しいコンセプトをご提案します。

福島日産全店でお取り扱いしております。

かわいいは、ひとつじゃない。
似合う色も、好きな色も、
一人ひとり違うものだから。

キビキビ走る
ハイトワゴン。

メーカー希望小売価格
（消費税込） 4,032,720円～ メーカー希望小売価格

（消費税込） 3,419,280円～

メーカー希望小売価格
（消費税込） 2,671,920円～

メーカー希望小売価格
（消費税込） 2,971,080円～

エコカー

対 象 車
減税

■ペダルの踏み間違いによる
　急発進を抑制
踏み間違い衝突防止アシスト

■見下ろすような視点で周囲を確認
アラウンドビューモニター＊2

■クルマだけでなく人との衝突までも回避
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊3

軽自動車初＊1前方歩行者検知機能付

※画面はハメ込み
　合成です。

グレード別設定

＊1：前進時の低速衝突軽減ブレーキ機能と、前進時の歩行者検知機能の採用が軽自動車初。他社にも同装備のクルマがあります。（2018年5月現在 日産調べ） ＊2：アラ
ウンドビューモニターは、モニターにて確認できる範囲に限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してくださ
い。車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物や車が不連続になると共に高さのある物体は表示されないことがあります。また、物や車が倒れ込み、実際の
位置より遠くに表示されることがあります。 ＊3：デイズ、デイズ ルークスのインテリジェント エマージェンシーブレーキは、約10～80㎞/hの範囲で作動します。歩行者に対
しては、約60㎞/h以上では作動しません。

Photo：ハイウェイスター X。
ボディカラーはスパークリングレッド（M）/ブラック（P）2トーン
〈＃FMR・特別塗装色で54,000円（消費税込）高〉。内装色はエボニー〈G〉。

一歩先行く広い軽。

Photo：ハイウェイスター X。
ボディカラーはプレミアムサンシャインオレンジ（4M）
〈＃QMM・特別塗装色で37,800円（消費税込）高〉。

走行中の衝突回避を、自動ブレーキでサポート。
インテリジェント エマージェンシーブレーキ標準装備

ノート e-POWER AUTECH 
SPORTS SPEC
EM57/HR12DE 2WD

車両本体価格（消費税込）2,453,760円Photo：e-POWER AUTECH SPORTS SPEC。
ボディカラーはオーロラフレアブルーパール（P）〈＃RAY・特別塗装色で37,800円（消費税込）高【AUTECH専用色】〉。
内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

魅せる大人のプレミアム･スタイル。ノート AUTECH、誕生。

NEW

Photo：250ハイウェイスター S。ボディカラーはファントムブラック（P）〈#GAE・スクラッチ
シールド・特別塗装色で54,000円（消費税込）高〉。

エルグランド 250ハイウェイスター S 
2500 2WD エクストロニックCVT-M6

車両本体価格（消費税込）3,471,120円

ダイナミックで厳かな佇まいの最高級ミニバンに
快適装備を搭載。

NEW

NEW

NEW

先進技術が満載で、もっと運転しやすく!

ヘッドライトクリーニング＆コートサービスメニュー
お す す め お手軽メンテナンスで

美観と視界をリフレッシュ!

施工前 施工後

効果
約12ヶ月

プロが丁寧に施工し、明るさと輝きを取り戻します!
◉ヘッドライトの｢黄ばみ｣は普通の｢洗車｣では落とせません!◉

QUOカードプレゼント!

施工していただいたお客さまからのご紹介で
お友達が施工いただいた場合

ご紹介特典
（ご紹介者の方に）

今なら!

4,860円
希望小売価格
（施工費･消費税込）

3,000円3,000円3,000円
特別価格（施工費･消費税込）

日産車はもちろん、他メーカーの車にお乗りの方も歓迎!※画像はイメージです。

お友達を
ご紹介
ください!

500500500円分500円分

残価設定型クレジット

1.9%特　別
低金利
特　別
低金利

今なら今なら

電気が生んだ規格外。ノート e-POWER S、誕生。 走りで、スタイルで、魅了する。

郡山店 NISMOパフォーマンスセンター NISMOロードカー、NISMOパーツを常時展示。NISMOの専門知識を
持った「NISMOマイスター」がお客様のご相談に応じます。

その他の車種もお取り扱いしております。詳しくはカーライフアドバイザーへお問い合わせください。

安全を装備して闘う。
真のプロフェッショナル
のための
新世代ビジネスバン。

NV350 バン プレミアム GX 
2000 2WD ガソリン 5E-ATx 
ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア

車両本体価格（消費税込）2,909,520円

Photo：バン プレミアム GX（2WD・ガソリン）。ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア。ボディカラーはインペリアルアンバー（P）〈＃CAS・特別塗装色で
54,000円（消費税込）高〉。インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋フロントアンダーミラーレ
ス＋リヤアンダーミラーレスはセットでメーカーオプション。LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付はメーカーオプション。

今度の週末は、お近くの福島日産へ。

●価格にはオプション代、特別塗装代、保険料、税金（消費税を除く）、登録、任意保険等に伴う費用は含まれておりません。●表示している」車両本体価格には消費税が含まれております。尚、掲載写真のオプション代は含まれておりません。●ボディカラー等は、印刷インクの特質上、実際とは異なって見える場合があります。●詳しくはカーライフアドバイザーにお尋ねください。●掲載の
クレジットは予告なしに終了する場合がございます。ご了承ください。●表記のクレジットお支払い例は、初回お支払い月2018年12月、ボーナス7月・12月で計算した一例です。●広告有効期限：2018年11月末日

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。

◉デイズ、デイズ ルークスのエマージェンシーブレーキは、約5～30㎞/hの範囲で前方の車両に作動します。また約15㎞/h以下で衝突回避の能力があります。原則として歩行者や二輪車は検知しません。 ◉NV350キャラバンのインテリジェント エマージェンシーブレーキは、約5㎞/h以上で前方の車両に作動します。停止している車両に対しては、約80㎞/h以上では作動しませ
ん。また約30㎞/h以下で衝突回避の能力があります。ただし、積載量や乗車人数などの条件によって、作動速度は異なります。歩行者や壁など、車両以外の障害物には作動しません。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。

ご注意

前進時

後退時

100%電気自動車リーフで新旋風!

本社／福島市北町2番32号

0120-037323

県下最大級、28店舗のネットワークであなたのカーライフをサポートいたします。 日産車のご用命は弊社各店舗またはカーライフアドバイザーへお気軽にご相談ください。

●営業時間／午前9時30分～午後6時　●定休日／毎週火曜日

福 島 B I G 2 0
福 島 岩 前 店
太 平 寺 店
吉 倉 店
鎌 田 店
矢 野 目 店

二 本 松 店
本 宮 店
保 原 店
会津一箕町店
城 南 店
喜 多 方 店

原 町 店
相 馬 店
平 店
神 谷 店
常 磐 店
植 田 店

小 名 浜 店
郡 山 店
郡 山 中 央 店
大 町 店
富 田 店
須 賀 川 店

船 引 店
白 河 店
白河中央インター店
棚 倉 店

https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/ お客様相談室

☎024-523-0088
☎024-534-9131
☎024-546-8131
☎024-546-0125
☎024-553-3825
☎024-557-1313

☎0243-23-2323
☎0243-33-6271
☎024-575-2171
☎0242-22-3395
☎0242-26-2300
☎0241-22-4123

☎0244-23-4181
☎0244-37-2355
☎0246-23-3171
☎0246-57-1523
☎0246-58-3320
☎0246-62-3128

☎0246-53-2935
☎024-945-1150
☎024-945-2323
☎024-933-0661
☎024-951-4724
☎0248-75-0141

☎0247-82-6623
☎0248-24-1301
☎0248-24-0186
☎0247-33-2465


