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62kWhのバッテリーを搭載!!

頭　　　　　　　　金 1,099,320円
所 　 要 　 資 　 金 3,630,000円
初 回 支 払 い 46,816円
2 回 目 以 降（×48回）　 38,400円
ボーナス月（×10回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,087,000円
合　　　　　　　　計 5,076,336円

残価設定型
クレジット 2.9%2.9%
38,400円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算し
た一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初回
お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

3 15 金3 15 金3 15 金 ▶31日3 15 金 ▶31日
◎3月18日㈪・19日㈫・26㈫は定休日となります。

残価設定型
クレジット
残価設定型
クレジット

特別低金利!特別低金利!

福島日産+
日産サティオ福島
限定

福島日産+
日産サティオ福島
限定特別低金利!特別低金利!

1.9%
セレナ ＊e-POWERは除く エクストレイル

マーチ ジューク キューブ

エルグランド

NV350 キャラバン

1.9%
※「テーガク5」ご利用の場合に限ります。

特別
低金利

3.9%
特別低金利デイズ ルークス デイズ ノート

2.9%
特別低金利

〈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。

航続距離が大幅にアップ!!

頭　　　　　　金 6,300円
所　要　資　金 1,380,000円
初 回 支 払 い 13,492円
2回目以降（×48回）　 4,900円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 418,000円
合　　　　　　計 1,472,992円

残価設定型
クレジット1.9%
※特別低金利1.9%はテーガク5限定となります。

4,900円4,900円
2回目以降月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算した一例です。●お支払い条件等
により金額は変わります。●初回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 88,300円
グッドプラス保証 8,000円

まかせて安心

5年間

129万円129万円10.0930万円
特別
値引

特別
価格

Photo：X。
ボディカラーはレモンライム〈＃YMC〉。

キビキビ走るハイトワゴン

頭　　　　　　金 16,300円
所　要　資　金 1,500,000円
初 回 支 払 い 11,200円
2回目以降（×48回）　 5,900円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 502,000円
合　　　　　　計 1,612,700円

残価設定型
クレジット1.9%
※特別低金利1.9%はテーガク5限定となります。

5,900円5,900円
2回目以降月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算した一例です。●お支払い条件等
により金額は変わります。●初回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 88,300円
グッドプラス保証 8,000円

まかせて安心

5年間

142万円142万円10.0530万円
特別
値引

特別
価格

Photo：X。
ボディカラーはアイスブルー（TM）/ホワイト 2トーン

〈＃FMT・特別塗装色で54,000円（消費税込）となります〉。

一歩先行く広い軽。

頭　　　　　　金 68,900円
所　要　資　金 2,000,000円
初 回 支 払 い 18,145円
2回目以降（×48回）　 17,400円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 606,000円
合　　　　　　計 2,328,245円

残価設定型
クレジット3.9%
※特別低金利3.9%はテーガク5限定となります。

17,400円17,400円
2回目以降月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算した一例です。●お支払い条件等
により金額は変わります。●初回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 98,900円
グッドプラス保証 10,000円

まかせて安心

5年間

ノート e-POWER X 
HR12DE/EM57 2WD

2,021,760円車両本体価格
（消費税込） （　　　）消費税抜き価格

1,872,000円

デイズ ルークス X 
660 2WD エクストロニックCVT

1,436,400円車両本体価格
（消費税込） （　　　）消費税抜き価格

1,330,000円

デイズ X 
660 2WD エクストロニックCVT

1,306,800円車両本体価格
（消費税込） （　　　）消費税抜き価格

1,210,000円

196万円196万円13.9118万円特別
値引

特別
価格

リモコンエンジンスターター
57,000円

ボディ床下コートクリア
11,880円

NISSANベア
フレグランスベア

1,350円
ウィンドウ撥水12ヶ月

7,128円
（フロントウィンドウのみ）
施工後

※5色の中から1色
　お選びください。

2,099,118円合計金額 のところ

リモコンエンジンスターター
63,772円

ボディ床下コートクリア
11,880円

NISSANベア
フレグランスベア

1,350円
ウィンドウ撥水12ヶ月

7,128円
（フロントウィンドウのみ）
施工後

※5色の中から1色
　お選びください。

1,520,530円合計金額 のところ

時代が求める、その先へ。

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（消費税込）高となります〉。

Photo：20Xi（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。

多彩な先進技術を標準装備!

さらに安全性が向上した特別仕様車 VセレクションⅡ登場!

高速ドライブなどでのストレスやリスクを軽減!「プロパイロット」※3
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）※4
「LEDヘッドランプ」 他

主
要
装
備

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

リーフ e+ G EM57 2WD
4,729,320円車両本体価格（消費税込）

（消費税抜き価格 4,379,000円）

Photo：e+ G。
ボディカラーはラディアント レッド（PM）/
スーパーブラック 2トーン〈#XAV・特別塗装色
で54,000円（消費税込）高となります〉。
内装色はブラック〈G〉。

NEW

航続距離をさらに延ばした「日産リーフe+」新登場!イープラス

専用フロントバンパー
日産リーフe+ではフロントバンパー下部にブルーの
リップスポイラー状のパーツを装着。日産リーフe+で
あることをさりげなく表現しています。

踏み間違い衝突防止アシスト

LEDヘッドランプ

全車標準装備

570㎞e+一充電走行距離

国土交通省審査値

※1

458㎞e+一充電走行距離

国土交通省審査値

※1

※2

合同
開催
合同
開催

福 島 日 産
日産サティオ福島

1 EVの快適な走りを、さらに遠くまで!
2 高出力＆高トルク化で、さらに気持ちよく!
リーフe+専用サスペンションチューニング

3 室内は、変わらず広々!

残価設定型クレジット

2.9%
特別低金利特別低金利

サービス
メニュー

おすすめ

施工後 施工前

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!

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!

ヘッドライトクリーニング＆コートヘッドライトクリーニング＆コート
お手軽メンテナンスで美観と視界をリフレッシュ!

80周年記念80周年記念80周年記念80周年記念80周年記念80周年記念

同時開催

6つのコースの中からお好きな
ものをおひとつプレゼント!

AAコースコース

選
べ
る
◎6種の中からお好きなものをおひとつプレゼント

産地厳選
グルメセット
産地厳選
グルメセット8,0008,000円相当円相当

BBコースコース

8,0008,000円分円分

CCコースコース

河京ラーメン河京ラーメン

8,0008,000円相当円相当

幸楽苑お食事券幸楽苑お食事券

DDコースコース EEコースコース FFコースコース

※写真･イラストはイメージです。

大好評
実施中!

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）500500500円分500円分

お友達を
ご紹介ください!

福島日産80周年記念
全車種対象

ディーラーオプションディーラーオプション

※80周年記念限定目玉車は対象外となります。
※ディーラーオプションの総額が20万円以上の場合
に限ります。
※冬のドライブキャンペーン対象車を除きます。

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

8,0008,000円
分
円
分マルト商品券マルト商品券 8,0008,000円

分
円
分いちい商品券いちい商品券 8,0008,000円

分
円
分柏屋商品券柏屋商品券

残価設定型クレジット

テーガク5限定
3.9%特別

低金利
特別
低金利

残価設定型クレジット

テーガク5限定
1.9%特別

低金利
特別
低金利

リモコンエンジンスターター
63,772円

ボディ床下コートクリア
11,880円

NISSANベア
フレグランスベア

1,350円
ウィンドウ撥水12ヶ月

7,128円
（フロントウィンドウのみ）
施工後

※5色の中から1色
　お選びください。

1,390,930円合計金額 のところ

残価設定型クレジット

テーガク5限定
1.9%特別

低金利
特別
低金利

福島県限定
特別仕様車 冬のドライブキャンペーンドライブキャンペーンドライブキャンペーン

アルミホイール
センターキャップ

黒色化

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

3,034,800円車両本体価格
（消費税込） （　　　）消費税抜き価格

2,810,000円残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

3,140,000円3,140,000円
131,951円

ナビレコお買得パック（MM518D-L） 317,151円

3,351,951円合計金額 のところ ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

残価設定型クレジット

1.9%1.9% 18,900円2回目以降
月々

頭　　　　　　　　金 140,000円
所 　 要 　 資 　 金 3,000,000円
初 回 支 払 い 23,704円
2 回 目 以 降（×48回）　 18,900円
ボーナス月（×10回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,274,000円
合　　　　　　　　計 3,344,904円

●ボーナス併用60回払い、契約
走行距離1,000㎞/月で計算した
一例です。●お支払い条件等によ
り金額は変わります。●初回お支
払い月/平成31年4月 ●ボーナ
スお支払い月/7月・12月

さ
ら
に
！

さ
ら
に
！

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

2,874,960円車両本体価格
（消費税込） （　　　）消費税抜き価格

2,662,000円

3,090,000円3,090,000円
130,220円

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

3,300,220円合計金額 のところ ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

残価設定型クレジット

1.9%1.9% 20,700円2回目以降
月々

頭　　　　　　　　金 90,000円
所 　 要 　 資 　 金 3,000,000円
初 回 支 払 い 28,800円
2 回 目 以 降（×48回）　 20,700円
ボーナス月（×10回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,178,000円
合　　　　　　　　計 3,290,400円

●ボーナス併用60回払い、契約
走行距離1,000㎞/月で計算した
一例です。●お支払い条件等によ
り金額は変わります。●初回お支
払い月/平成31年4月 ●ボーナ
スお支払い月/7月・12月

さ
ら
に
！

さ
ら
に
！

セレナは
2,331,720円～
（2WD B）Photo ： ハイウェイスター VセレクションⅡ。

ボディカラーはアズライトブルー（P）〈＃RBR〉。 内装色はグレージュ〈Z〉。

セレナ e-POWER

キャンペーン対象車ご成約のお客様には
「オリジナルブランケット」をプレゼント!!

※表記価格は、福島日産自動車の価格です。価格は各社が独自に決めていますので、価格についてはそれぞれお問い合わせください。

弊社定休日および夜間に事故・故障でお困りの際はご連絡ください
緊急サポートセンター

24時間
年中無休

お客様相談室

薔0120-037323

※1：一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。 ※2：WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。  ※3：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。 ※4：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。
●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2019年4月、ボーナス7月・12月で計算した一例です。●広告有効期限：2019年3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、ノート、セレナ、デイズ、デイズ ルークスのエマージェンシーブレーキは前方の対象物（走行中・停止中の車両に対し車速約10～80㎞/h、歩行者に対し車速約10～60㎞/hの範囲）に衝突する危険を察知したとき、運転者に警報して回避操作を促します。 ◉停止車両に対しては自動でブレーキは作動しません。ご自身のブレーキ操作で安全に停止して下さ
い。万が一、運転者が安全に減速できなかった場合には、衝突直前に強いブレーキを自動で作動させ衝突を回避または衝突時の被害を軽減します。 ◉システムの作動を確認する行為は大変危険ですので、絶対におやめください。

ご注意

薔0120-923-388
緊急時は、福島日産『緊急サポートセンター』にご連絡ください。日本国内であれば全国どこでもご利用できます。携帯電話からもつながります。https://ni-fukushima.nissan.dealer.jp

弊社定休日および夜間に事故・故障でお困りの際はご連絡ください
緊急サポートセンター

24時間
年中無休

お客様相談室

薔0120-23-4632 薔0120-923-001
緊急時は、日産サティオ福島『緊急サポートセンター』にご連絡ください。日本国内であれば全国どこでもご利用できます。携帯電話からもつながります。https://ns-fukushima.nissan-dealer.jp/



合
計80台
限定

合
計80台
限定

エルグランド 250Highway STAR 
Premium 2500 2WD エクストロニックCVT

4,272,480円車両本体価格（消費税込） （　　　）消費税抜き価格
3,956,000円

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

2,909,520円車両本体価格
（消費税込） （消費税抜き価格 2,694,000円）

迫力あるデザイン、高級感あふれる室内。

エルグランドは
3,318,840円～
（2WD 250XG）

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。

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利 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）高となります〉。

エコカー

対 象 車
減税

自分らしく、スマートに楽しみたいあなたへ。

走りで、スタイルで、魅了する。 シリーズ

車両本体価格（消費税込）

2,247,480円～

車両本体価格（消費税込）

6,293,160円～

車両本体価格（消費税込）

4,032,720円～

車両本体価格（消費税込）

2,122,200円～
車両本体価格（消費税込）

1,603,800円～
車両本体価格（消費税込）

3,419,280円～

車両本体価格（消費税込）

18,700,200円～

福島日産郡山店 
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

お客様のご相談にお応えします。

装着前

装着後

BUSOU 
ノートNISMO専用
アンダースポイラー

RENAULT
T WINGO

ルノー トゥインゴ
車両本体価格
（消費税込） 1,770,000円～

RENAULT 
LUTECIA

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

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 http://www.renault.jp/

取扱中!

Photo：AUTECH HYBRID i Package 2列シート 4WD。
ボディカラーはカスピアンブルー（M）〈＃RBY・特別塗装色で
43,200円（消費税込）高となります〉。

Photo：AUTECH HYBRID i Package 2列シート 4WD。
ボディカラーはカスピアンブルー（M）〈＃RBY・特別塗装色で
43,200円（消費税込）高となります〉。

エクストレイル AUTECH HYBRID 
i Package ［2列］ 2000 4WD エクストロニックCVT

3,804,840円車両本体価格（消費税込）

（消費税抜き価格 3,523,000円）

NEW

「青いオーテック」福島日産太平寺店、郡山店にてラインナップ展示中!

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

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）高となります〉
【AUTECH専用色】。内装色はブラック〈G〉。

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）高となります〉
【AUTECH専用色】。内装色はブラック〈G〉。

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

2,453,760円車両本体価格（消費税込）

（消費税抜き価格 2,272,000円）

NEW

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

セレナ AUTECH SPORTS SPEC 
エクストロニックCVT

3,572,640円車両本体価格
（消費税込） （消費税抜き価格 3,308,000円）

Photo：AUTECH SPORTS SPEC（2WD）。
ボディカラーはカスピアンブルー（M）〈＃RBR・
特別塗装色で54,000円（消費税込）高となります〉
【AUTECH専用色】。

Photo：AUTECH SPORTS SPEC（2WD）。
ボディカラーはカスピアンブルー（M）〈＃RBR・
特別塗装色で54,000円（消費税込）高となります〉
【AUTECH専用色】。

NEW
ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

セレナ「AUTECH」は2,990,520円～（2WD AUTECH）

デザイン＆クルマづくりへのこだわり。

大人のための美しきプレミアム。

魅せる大人のプレミアム･スタイル。

＊1：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。＊2：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。

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 ＊1・＊2

※上記金額にディーラーオプション代は含まれておりません。※上記金額にディーラーオプション代は含まれておりません。
Photo：250Highway STAR Premium（2WD）。
ボディカラーはインペリアルアンバー（P）〈＃CAS・スクラッチシールド・特別塗装色で54,000円（消費税込）高となります〉。

Photo：15RX Vセレクション パーソナライゼーション。ボディカラーはサンライトイエロー（P）〈＃EAV・特別塗装色で
37,800円（消費税込）高となります〉+ホワイトパーソナライゼーション。

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

2,112,480円車両本体価格
（消費税込） （消費税抜き価格 1,956,000円）

ジュークは1,737,720円～
（2WD 15RX シンプルパッケージ）

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

※上記金額にディーラーオプション代は含まれておりません。
Photo：X Vセレクション。
ボディカラーはスプリンググリーン（PM）〈＃JAD・特別塗装色で37,800円（消費税込）高となります〉。

マーチ X Vセレクション 1200 2WD エクストロニックCVT

1,375,920円車両本体価格
（消費税込） （消費税抜き価格 1,274,000円）

マーチは1,151,280円～（S 2WD）

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

ディーラーオプションディーラーオプション

8万円万円
OFFOFF
万円
OFF

（
税
込
）

個性豊かにインテリア&エクステリアが
カラーコーデできる「パーソナライゼーション」

●ディーラーオプション8万円OFFは対象外となります。 ●アルミホイールおよびスタッドレスタイヤは各社銘柄指定となります。 ●目玉車はチラシ以外にもございますので、最新の在庫状況はお近くの店舗スタッフにお問い合わせください。

合同特別企画合同特別企画

頭　　　　　　金 208,900円
所　要　資　金 1,950,000円
初 回 支 払 い 19,427円
2回目以降（×48回）　 12,000円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 681,000円
合　　　　　　計 2,285,327円

残価設定型クレジット1.9%
12,000円12,000円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 98,900円
グッドプラス保証 10,000円

まかせて安心

5年間

2,198,880円車両本体価格
（消費税込） （　　 　）消費税抜き価格

2,036,000円

ジューク 15RX Vセレクション
1500 2WD エクストロニックCVT
キセノンヘッドランプ（64,800円）、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（64,800円）、
日産オリジナルナビ取付パッケージ（27,000円）装着車

残価設定型クレジット

テーガク5限定
3.9%特別

低金利
特別
低金利

残価設定型クレジット

テーガク5限定
1.9%特別

低金利
特別
低金利

万
円
万
円205205限定価格限定価格

特別値引

327,296円 （　 ）消費
税込

タイヤ 205/60R16
＆アルミホイール
タイヤ 205/60R16
＆アルミホイール
¥178,416 2,377,296円合計金額 のところ

Photo：15RX Vセレクション。
ボディカラーはスーパーブラック〈＃KH3〉。

限定

3台

スーパー
ブラック

他2台

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

頭　　　　　　金 204,800円
所　要　資　金 2,730,000円
初 回 支 払 い 13,583円
2回目以降（×48回）　 12,600円
ボーナス月（×10回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,305,000円
合　　　　　　計 3,128,183円

残価設定型クレジット1.9%
12,600円12,600円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 108,800円
グッドプラス保証 16,000円

まかせて安心

5年間エクストレイル 20Xi 4WD〈仕様変更前車〉
［2列］ 2000 4WD エクストロニックCVT 寒冷地仕様
ルーフレール（54,000円）装着車

3,107,160円車両本体価格
（消費税込）
◎特別塗装色代を含みます。

（　　 　）消費税抜き価格
2,877,000円

万
円
万
円281281限定価格限定価格

特別値引

480,760円 （　 ）消費
税込

タイヤ 225/65R17
＆アルミホイール
タイヤ 225/65R17
＆アルミホイール
¥183,600 3,290,760円合計金額 のところ

Photo：20Xi（4WD）。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）
〈＃QAB・スクラッチシールド・特別塗装色で43,200円（消費税込）高となります〉。
内装色はブラック〈G〉。

限定

7台

ブリリアント
ホワイトパール

他8台

限定

6台

ブリリアント
ホワイトパール

他9台

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

頭　　　　　　金 258,900円
所　要　資　金 1,500,000円
初 回 支 払 い 15,846円
2回目以降（×48回）　 9,000円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 341,000円
合　　　　　　計 1,847,746円

残価設定型クレジット1.9%
9,000円9,000円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 98,900円
グッドプラス保証 10,000円

まかせて安心

5年間

1,794,960円車両本体価格
（消費税込） （　　 　）消費税抜き価格

1,662,000円

キューブ 15X Vセレクション
1500 2WD エクストロニックCVT
日産オリジナルナビ取付パッケージ（12,960円）装着車

万
円
万
円165165限定価格限定価格

特別値引

265,488円 （　 ）消費
税込

タイヤ 175/65R15
＆アルミホイール
タイヤ 175/65R15
＆アルミホイール
¥120,528 1,915,488円合計金額 のところ

Photo：15X Vセレクション マイキューブ。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈＃K23〉。内装色はグラファイト〈G〉。

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

頭　　　　　　金 188,900円
所　要　資　金 1,400,000円
初 回 支 払 い 18,876円
2回目以降（×48回）　 8,600円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 248,000円
合　　　　　　計 1,668,576円

残価設定型クレジット1.9%
8,600円8,600円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 98,900円
グッドプラス保証 10,000円

まかせて安心

5年間
マーチ X FOUR Vセレクション 4WD
1200 4WD エクストロニックCVT 寒冷地仕様

1,550,880円車両本体価格
（消費税込） （　　 　）消費税抜き価格

1,436,000円

万
円
万
円148148限定価格限定価格

特別値引

170,240円 （　 ）消費
税込

タイヤ 165/70R14
＆アルミホイール
タイヤ 165/70R14
＆アルミホイール
¥99,360 1,650,240円合計金額 のところ

Photo：X Vセレクション。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）
〈＃K23〉。内装色はブラック〈G〉。

限定

3台

ブリリアント
シルバー

他7台

限定

3台

ブリリアント
シルバー

他2台

頭　　　　　　金 208,900円
所　要　資　金 1,300,000円
初 回 支 払 い 14,976円
2回目以降（×48回）　 7,400円
ボーナス月（×10回） 80,000円
最終回支払額（据置額） 289,000円
合　　　　　　計 1,668,706円

残価設定型クレジット
※特別低金利3.9%はテーガク
　5限定となります。 3.9%
7,400円7,400円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 98,900円
グッドプラス保証 10,000円

まかせて安心

5年間
ノート X
HR12DE 2WD エクストロニックCVT

1,523,880円車両本体価格
（消費税込） （　　 　）消費税抜き価格

1,411,000円

万
円
万
円140140限定価格限定価格

特別値引

240,952円 （　 ）消費
税込

タイヤ 185/70R14
＆アルミホイール
タイヤ 185/70R14
＆アルミホイール
¥117,072 1,640,952円合計金額 のところ

Photo：X。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈＃K23〉。

限定

3台

ブリリアント
シルバー

他12台

残価設定型クレジット

1.9%
特別低金利特別低金利

頭　　　　　　金 354,800円
所　要　資　金 3,000,000円
初 回 支 払 い 17,153円
2回目以降（×48回）　 15,800円
ボーナス月（×10回） 100,000円
最終回支払額（据置額） 1,437,000円
合　　　　　　計 3,567,353円

残価設定型クレジット1.9%
15,800円15,800円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 108,800円
グッドプラス保証 16,000円

まかせて安心

5年間

3,421,440円車両本体価格
（消費税込）
◎特別塗装色代を含みます。

（　　 　）消費税抜き価格
3,168,000円

セレナ ハイウェイスター VセレクションⅡ
2000 4WD エクストロニックCVT 寒冷地仕様
セーフティパックB（243,000円）装着車

万
円
万
円323323限定価格限定価格

特別値引

328,384円 （　 ）消費
税込

タイヤ 195/65R15
＆アルミホイール
タイヤ 195/65R15
＆アルミホイール
¥136,944 3,558,384円合計金額 のところ

Photo：ハイウェイスター Vセレクション（2WD）。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB・特別塗装色で
43,200円（消費税込）高となります〉。内装色はブラック〈G〉。

頭　　　　　　金 236,300円
所　要　資　金 1,100,000円
初 回 支 払 い 10,222円
2回目以降（×48回）　 4,900円
ボーナス月（×10回） 50,000円
最終回支払額（据置額） 428,000円
合　　　　　　計 1,409,722円

残価設定型クレジット
※特別低金利1.9%はテーガク
　5限定となります。 1.9%
4,900円4,900円2回目以降

月々

●ボーナス併用60回払い、契約走行距離1,000㎞/月で計算
した一例です。●お支払い条件等により金額は変わります。●初
回お支払い月/平成31年4月 ●ボーナスお支払い月/7月・12月

メンテプロパック54 88,300円
グッドプラス保証 8,000円

まかせて安心

5年間
デイズ X
660 2WD エクストロニックCVT

1,339,200円車両本体価格
（消費税込）
◎特別塗装色代を含みます。

（　　 　）消費税抜き価格
1,240,000円

万
円
万
円124124限定価格限定価格

特別値引

190,784円 （　 ）消費
税込

タイヤ 155/65R14
＆アルミホイール
タイヤ 155/65R14
＆アルミホイール
¥91,584 1,430,784円合計金額 のところ

Photo：X（2WD）。
ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃SLN・特別塗装色で
32,400円（消費税込）高となります〉。内装色はアイボリー〈C〉。

限定

4台

ホワイト
パール

他11台

福島日産 日産サティオ福島

売り切
れ御免

の

80周年
総決算

お買得
価格!!

売り切
れ御免

の

80周年
総決算

お買得
価格!!

売り切
れ御免

の

80周年
総決算

お買得
価格!!

売り切
れ御免

の

80周年
総決算

お買得
価格!!

●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2019年4月、ボーナス7月・12月で計算した一例です。●広告有効期限：2019年3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。ご注意

※表記価格は、福島日産自動車の価格です。価格は各社が独自に決めていますので、価格についてはそれぞれお問い合わせください。

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　●本社／福島市北町2番32号

適用保証例

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

まかせて安心、5年間 テーガク5とは、5つの安心をセットにした日産の新しい買い方です。


