
中古車情報は
コチラから

お買い得

日産プリンス福島だけのお買い得中古車が勢揃い！！

あなたの好みに合わ
せて

最適な一台を

お選びいただけます。

あなたの好みに合わ
せて

最適な一台を

お選びいただけます。

※記載の金額は消費税込みの価格となります。その他の税金、登録等に伴う費用は別途申し受けます。※掲載写真とグレードは一部異なる場合があります。掲載車のカラーは印刷のため、または撮影条件等により実際と異なる場合がございます。なお、広告内容・表示等については間違いのないよう十分な注意をしておりますが、万が一誤りがあった場合はご容
赦ください。◆掲載の車両は、2023年４月 16日現在の情報です。万一売切れの際はご容赦ください。また、他の店舗へ車両を移動している場合がございます。◆詳しくは、各展示場にお問い合わせください。
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原町店 新車店

原町店

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

コ
ナ
カ
●

メ
ガ
ネ
パ
リ
ー
ミ
キ
●

●
幸
楽
苑

●
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

E
N
E
O
S 

Ｇ･

Ｓ
●

南
相
馬
警
察
署 

●

フローラ●

道の駅●

●
南相馬市立病院

至
仙
台

国
道
６
号
線

至
い
わ
き

至原町区内

〒976-0013　相馬市沖ノ内1丁目8-1　　　　TEL 0244-36-6811

新車店SOUMAX23

SOUMAX23
至
仙
台

国
道
６
号
線

至
い
わ
き

国道115号至福島 至相馬港

アルプス電気● ●サンエイ海苔

●G.S

セブンイレブン●

●あさかホスピタル

新車店

〒963-0102　郡山市安積町笹川字蛇石45-1　TEL 024-945-1968

警察署

郡山店

至会津若松 至いわき国道49号線

国道4号バイパス

県
道
17
号
線

至
須
賀
川

郡山店

郡山文化センター
きたぎん

新車店

〒963-8861　郡山市鶴見坦2-14-19　　　　TEL 024-923-2300
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中古車店 Pフィールド23
〒975-0032  南相馬市原町区桜井町2丁目58番地
TEL 0244-23-0723
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令和2年式　車検整備付� 走行0.4万km
CVT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●オートライトシステム  ●リ済別  
●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年1月迄� 走行2.2万km
CVT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●リ済別  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年1月迄� 走行1.8万km
CVT  シルバー  エアコン  PS  PW  エアバック  ABS  キーレス  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●オートライトシステム  ●リ済別  ●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年1月迄� 走行1.3万km
CVT  シルバー  PS  PW  エアバック  ABS  キーレス  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●車線逸脱警報  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年10月迄� 走行3.3万km
CVT  ホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●キセノンヘッドライト  ●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄� 走行2.3万km
CVT  ホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●ETC  ●アイドリングストップ  ●キセノンヘッドライト  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年7月迄� 走行1.7万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年8月迄� 走行2.0万km
CVT  スパークリングレッド/ブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

令和2年式　車検整備付� 走行2.0万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  
●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

9999.9.9
車台No.下３ケタ437車台No.下３ケタ437

オートピア本内オートピア本内

1 デイズ 660 Xデイズ 660 X

消費税込消費税込
万円

105105
車台No.下３ケタ843車台No.下３ケタ843

オートピア本内オートピア本内

2 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

消費税込消費税込
万円

118118
車台No.下３ケタ713車台No.下３ケタ713

Pステージ23Pステージ23

3 デイズ 660 Sデイズ 660 S

消費税込消費税込
万円

118118
車台No.下３ケタ904車台No.下３ケタ904

オートピア本内オートピア本内

4 デイズ 660 Sデイズ 660 S

消費税込消費税込
万円

123123
車台No.下３ケタ337車台No.下３ケタ337

ユー.comあさかユー.comあさか

5 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

消費税込消費税込
万円

127127
車台No.下３ケタ628車台No.下３ケタ628

ユー.comあさかユー.comあさか

6 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

消費税込消費税込
万円

139139.8.8
車台No.下３ケタ514車台No.下３ケタ514

オートピア本内オートピア本内

7 デイズ 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディションデイズ 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション

消費税込消費税込
万円

152152
車台No.下３ケタ040車台No.下３ケタ040

ユー.comあさかユー.comあさか

8 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

消費税込消費税込
万円

157157.3.3
車台No.下３ケタ831車台No.下３ケタ831

ユー.comあさかユー.comあさか

9 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

消費税込消費税込
万円

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

令和2年式　車検令和5年8月迄� 走行1.8万km
CVT  オレンジ  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●ワイド保証

令和2年式　車検令和5年10月迄� 走行1.4万km
CVT  レッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年2月迄� 走行1.0万km
CVT  ブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●前後ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検整備付� 走行3.0万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●新車保証継承

平成30年式　車検令和5年8月迄� 走行1.2万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●前席シートヒーター  ●リ済別  
●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年1月迄� 走行1.5万km
CVT  ホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●アイドリングストップ  
●運転席側シートヒーター  ●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

令和2年式　車検令和5年10月迄� 走行1.4万km
CVT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  ●新車保証継承

令和2年式　車検令和5年10月迄� 走行1.4万km
CVT  スターリングシルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  ●アイドリングストップ  
●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  ●新車保証継承

令和2年式　車検令和5年10月迄� 走行1.9万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  ●リ済別  
●新車保証継承

令和2年式　車検令和5年10月迄� 走行1.6万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●新車保証継承

令和2年式　車検令和6年3月迄� 走行0.8万km
MT  ホワイト  エアコン  PS  エアバック  ABS  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年12月迄� 走行3.7万km
AT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

令和2年式　車検令和5年12月迄� 走行0.3万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  ●ETC  
●リ済別  ●ワイド保証

令和2年式　車検令和5年12月迄� 走行0.9万km
AT  ビビッドブルー/Sブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●ハイビームアシスト  
●オートライトシステム  ●ETC  ●スマートルームミラー  ●リ済別  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年6月迄� 走行0.3万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●前席シートヒーター  ●ハンドルヒーター  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●前後ドライブレコーダー  ●ETC  ●電動パーキングブレーキ  
●オートブレーキホールド  ●USBソケット  ●ワイヤレス充電器  ●ステアリングスイッチ  ●リ済別  ●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年6月迄� 走行0.7万km
AT  レッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●前席シートヒーター  ●ハンドルヒーター  ●フォグランプ  ●ETC  
●リ済別  ●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年7月迄� 走行0.6万km
AT  ミッドナイトB/サンライズカッパー2トン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●スマートルームミラー  ●リ済別  ●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年6月迄� 走行0.3万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●前席シートヒーター  ●ハンドルヒーター  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年2月迄� 走行1.2万km
AT  レッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  
●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年2月迄� 走行0.1万km
AT  ワインレッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年2月迄� 走行1.5万km
AT  オレンジ  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年2月迄� 走行0.5万km
AT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●スマートルームミラー  
●ハンドルヒーター  ●前席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年9月迄� 走行1.1万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●リ済別  ●新車保証継承

令和4年式　車検令和7年5月迄� 走行1.0万km
AT  ブリリアントホワイト3P/Dブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●両側ハンズフリーオートスライドドア  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●前後ドライブレコーダー  ●ETC  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

158158.4.4
車台No.下３ケタ288車台No.下３ケタ288

消費税込消費税込
万円

Pステージ23Pステージ23

10 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

159159
車台No.下３ケタ943車台No.下３ケタ943

消費税込消費税込
万円

Pステージ23Pステージ23

11 デイズ 660 ハイウェイスターGターボデイズ 660 ハイウェイスターGターボ

165165
車台No.下３ケタ680車台No.下３ケタ680

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

12 デイズ 660 ハイウェイスターGターボデイズ 660 ハイウェイスターGターボ

168168
車台No.下３ケタ069車台No.下３ケタ069

消費税込消費税込
万円

オートピア会津オートピア会津

13 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 4WD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 4WD

136136.8.8
車台No.下３ケタ633車台No.下３ケタ633

消費税込消費税込
万円

オートピア本内オートピア本内

14 デイズルークス 660 ボレロ Xベースデイズルークス 660 ボレロ Xベース

178178
車台No.下３ケタ906車台No.下３ケタ906

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

15 デイズルークス 660 ライダー ハイウェイスター Xターボベース 4WDデイズルークス 660 ライダー ハイウェイスター Xターボベース 4WD

155155
車台No.下３ケタ522車台No.下３ケタ522

消費税込消費税込
万円

オートピア会津オートピア会津

16 ルークス 660 Xルークス 660 X

155155
車台No.下３ケタ503車台No.下３ケタ503

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

17 ルークス 660 Xルークス 660 X

156156
車台No.下３ケタ378車台No.下３ケタ378

消費税込消費税込
万円

オートピア本内オートピア本内

18 ルークス 660 Xルークス 660 X

159159
車台No.下３ケタ260車台No.下３ケタ260

消費税込消費税込
万円

Pフィールド23Pフィールド23

19 ルークス 660 Xルークス 660 X

8888
車台No.下３ケタ738車台No.下３ケタ738

消費税込消費税込
万円

Pステージ23Pステージ23

20 NT100クリッパー 660 DXNT100クリッパー 660 DX

177177
車台No.下３ケタ990車台No.下３ケタ990

消費税込消費税込
万円

オートピア本内オートピア本内

21 ノート 1200 e-POWER X FOUR 4WDノート 1200 e-POWER X FOUR 4WD

237237.6.6
車台No.下３ケタ259車台No.下３ケタ259

消費税込消費税込
万円

オートピア本内オートピア本内

22 ノート 1200X ナビ アラウンドビューモニターノート 1200X ナビ アラウンドビューモニター

246246
車台No.下３ケタ628車台No.下３ケタ628

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

23 ノート 1200 X エクステリアパッケージノート 1200 X エクステリアパッケージ

304304.7.7
車台No.下３ケタ267車台No.下３ケタ267

消費税込消費税込
万円

Pフィールド23Pフィールド23

24 ノートオーラ 1200 G レザーエディション プロパイロット付ノートオーラ 1200 G レザーエディション プロパイロット付

312312.4.4
車台No.下３ケタ087車台No.下３ケタ087

消費税込消費税込
万円

オートピア本内オートピア本内

25 ノートオーラ 1200 G FOUR 4WD プロパイロットノートオーラ 1200 G FOUR 4WD プロパイロット

325325
車台No.下３ケタ468車台No.下３ケタ468

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

26 ノートオーラ 1200 G FOUR レザーエディション 4WD BOSEサウンドシステムノートオーラ 1200 G FOUR レザーエディション 4WD BOSEサウンドシステム

326326.8.8
車台No.下３ケタ101車台No.下３ケタ101

消費税込消費税込
万円

オートピア会津オートピア会津

27 ノートオーラ 1200 G FOUR レザーエディション 4WDノートオーラ 1200 G FOUR レザーエディション 4WD

340340
車台No.下３ケタ644車台No.下３ケタ644

消費税込消費税込
万円

オートピア本内オートピア本内

28 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスターセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター

363363
車台No.下３ケタ308車台No.下３ケタ308

消費税込消費税込
万円

Pフィールド23Pフィールド23

29 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター Vセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V

370370
車台No.下３ケタ637車台No.下３ケタ637

消費税込消費税込
万円

Pステージ23Pステージ23

30 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター Vセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V

373373
車台No.下３ケタ302車台No.下３ケタ302

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

31 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター Vセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V

379379.8.8
車台No.下３ケタ591車台No.下３ケタ591

消費税込消費税込
万円

オートピア会津オートピア会津

32 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター Vセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V

393393
車台No.下３ケタ339車台No.下３ケタ339

消費税込消費税込
万円

ユー.comあさかユー.comあさか

33 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター Vセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

4WD
メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

4WD

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

4WD

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

4WD
メモリーナビ・
地デジTV

4WD

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

4WD

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

試乗車

メモリーナビ・
地デジTV

日 月 火 水 木 金 土
４/30 ５/１ ２ ３ ４ ５ ６

定休日 定休日 定休日 定休日 定休日

７ ８ ９ 10 11 12 13
定休日

14 15 16 17 18 19 20
定休日

21 22 23 24 25 26 27
定休日

28 29 30 31 ６/１ ２ ３
定休日

セール
期間 ５/6土▶5/30火

●リサイクル料金が別途必要になります●廃車は自治体に登録した引取業者
に渡していただくことが必要になります。※各情報にある表示を基に下記を
ご参照ください。【リ済別】リサイクル料金は預託済みですが、価格に含まれ
ていないため、預託金相当額が別途必要となります。【リ未廃】リサイクル料
金未預託です。廃棄時にリサイクル料金の支払いが必要となります。【リ追】
廃車時にリサイクル料金の追加が必要な装備が付いています。※保険料、税
金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用等は別途申し受けます。※表示価
格は消費税込みの価格です。※掲載車輌売り切れの際はご容赦ください。

https://u-car.nissan.co.jp/shop/ucarsearch/s1150/
https://u-car.nissan.co.jp/shop/ucarsearch/s1150_515/
https://u-car.nissan.co.jp/shop/ucarsearch/s1150_557/
https://u-car.nissan.co.jp/shop/ucarsearch/s1150_543/
https://u-car.nissan.co.jp/shop/ucarsearch/s1150_565/
https://u-car.nissan.co.jp/shop/ucarsearch/s1150_573/
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平成19年式　車検令和6年2月迄� 走行3.7万km
MT  シルバー  PS  PW  エアバック  ABS  アルミ  ●CD  
●前席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成23年式　車検令和6年9月迄� 走行7.7万km
CVT  ピンクレッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●ETC  ●リ済別  
●ワイド保証

平成26年式　車検令和5年2月迄� 走行8.9万km
CVT  パープル  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●アラウンドビューモニター  
●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検整備付� 走行1.2万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  
●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行8.6万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  ●ETC  
●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  ●リ済別  
●ワイド保証

平成27年式　車検整備付� 走行4.9万km
CVT  アゼリアピンク  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●前席シートヒーター  
●フォグランプ  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行3.7万km
CVT  ブロッサムピンク  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年3月迄� 走行5.4万km
CVT  モカブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行5.6万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●キセノンヘッドライト  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年3月迄� 走行3.0万km
CVT  ブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●キセノンヘッドライト  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.6万km
AT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●キセノンヘッドライト  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年6月迄� 走行4.5万km
CVT  パープル  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.7万km
CVT  ホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●フォグランプ  ●ETC  
●ワイド保証

令和2年式　車検令和5年3月迄� 走行1.9万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●新車保証継承

令和2年式　車検令和5年8月迄� 走行5.4万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●アラウンドビューモニター  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年11月迄� 走行2.2万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年4月迄� 走行5.7万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成28年式　車検整備付� 走行12.4万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●ワイド保証

令和元年式　車検整備付� 走行7.2万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行6.6万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  
●盗難防止装置  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.4万km
CVT  ライトブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●アイドリングストップ  ●ステアリングスイッチ  
●ヘッドライトレベライザー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検無し� 走行1.7万km
CVT  パープル  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●ドライブレコーダー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行5.8万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  ●リ済別  
●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年1月迄� 走行2.8万km
CVT  クールシルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  
●両側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行3.4万km
CVT  スパークリングレッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●アイドリングストップ  
●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行3.9万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行9.2万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●前席シートヒーター  
●アイドリングストップ  ●ヘッドライトレベライザー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.6万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●オートライトシステム  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.2万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年6月迄� 走行5.4万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●ドライブレコーダー  
●盗難防止装置  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.0万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行3.2万km
CVT  チタニウムグレーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年7月迄� 走行2.7万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.0万km
CVT  モカブラウンP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●プッシュスタート式  
●アイドリングストップ  ●両側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年11月迄� 走行2.3万km
CVT  グリーン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年8月迄� 走行2.3万km
CVT  スターリングシルバー  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年7月迄� 走行3.3万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.0万km
CVT  パープル  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.9万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.5万km
CVT  モカブラウンP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●ドライブレコーダー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年3月迄� 走行3.8万km
CVT  パープル  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行6.1万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  ●両側オートスライドドア  
●クルーズコントロール  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年3月迄� 走行6.0万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  ●両側オートスライドドア  
●クルーズコントロール  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.4万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  
●クルーズコントロール  ●運転席側シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.7万km
CVT  モカブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行0.5万km
CVT  ブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  
●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.0万km
CVT  オーシャンブルーP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●アイドリングストップ  
●クルーズコントロール  ●両側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.6万km
CVT  グレー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●ETC  
●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行3.8万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄� 走行3.5万km
CVT  ブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●アイドリングストップ  
●クルーズコントロール  ●両側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年7月迄� 走行3.5万km
CVT  ホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●アイドリングストップ  
●両側オートスライドドア  ●運転席側シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.2万km
CVT  スターリングシルバーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●アイドリングストップ  
●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄� 走行6.0万km
CVT  レッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄� 走行1.9万km
CVT  オリーブ/ホワイト/アッシュブラウン3トーン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●プッシュスタート式  ●アイドリングストップ  
●助手席側オートスライドドア  ●運転席側シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年1月迄� 走行0.5万km
CVT  ホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●両側ハンズフリーオートスライドドア  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●前後ドライブレコーダー  ●ETC  ●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年3月迄� 走行1.2万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●アラウンドビューモニター  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●リ済別  ●新車保証継承

令和3年式　車検令和6年3月迄� 走行0.5万km
CVT  AブルーPM/ブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●両側ハンズフリーオートスライドドア  
●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  ●前後ドライブレコーダー  ●ETC  
●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行7.2万km
AT  パープル  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年12月迄� 走行6.2万km
AT  ガンメタリック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●前席シートヒーター  ●ハンドルヒーター  
●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和7年1月迄� 走行2.8万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  
●ハンドルヒーター  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検整備付� 走行4.6万km
AT  ブリリアントシルバーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●横滑り防止機能  
●LEDヘッドランプ  ●ハンドルヒーター  ●オートライトシステム  
●バックモニター  ●クルーズコントロール  ●全席シートヒーター  
●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年5月迄� 走行6.0万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  
●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年6月迄� 走行4.4万km
AT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行8.0万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年5月迄� 走行7.4万km
AT  ブリリアントホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年8月迄� 走行5.1万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.3万km
AT  ブリリアントホワイトP/オーロラフレアB  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●バックモニター  ●クルーズコントロール  
●eペダル  ●ハンドルヒーター  ●全席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年10月迄� 走行5.2万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●前席シートヒーター  ●ハンドルヒーター  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●ETC  ●ステアリングスイッチ  ●USBソケット  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行8.5万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●前席シートヒーター  ●ハンドルヒーター  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年8月迄� 走行4.3万km
AT  ブリリアントホワイトP/スーパーB  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●ハンドルヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●バックモニター  ●eペダル  ●全席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行3.4万km
AT  ブリリアントホワイトP/オーロラフレアB  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●バックモニター  ●クルーズコントロール  ●eペダル  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年3月迄� 走行4.4万km
AT  ラディアントレッドPM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー   
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●クルーズコントロール  ●バックモニター  ●eペダル  
●ハンドルヒーター  ●全席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行2.8万km
AT  ダークメタルグレーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●eペダル  ●スマートルームミラー  ●ハンドルヒーター  ●全席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年1月迄� 走行6.4万km
AT  ブリリアントシルバーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●eペダル  
●スマートルームミラー  ●ハンドルヒーター  ●全席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年12月迄� 走行5.0万km
AT  ダークブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●パーキングアシスト  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●前席シートヒーター  
●ハンドルヒーター  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

令和2年式　車検令和7年3月迄� 走行6.0万km
AT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  ●ETC  
●バックモニター  ●クルーズコントロール  ●eペダル  ●ハンドルヒーター  
●全席シートヒーター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成25年式　車検令和6年4月迄� 走行6.4万km
CVT  ライトブルー  エアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検整備付� 走行10.5万km
CVT  ブリリアントシルバーM  エアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検整備付� 走行8.1万km
CVT  シャイニングブルーPM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成27年式　車検令和6年10月迄� 走行1.6万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●オートライトシステム  ●ETC  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年10月迄� 走行6.2万km
CVT  シャイニングブルーPM  エアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●アイドリングストップ  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年7月迄� 走行6.1万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●ドライブレコーダー  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行9.1万km
AT  プレミアムコロナオレンジPM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●スマートルームミラー  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検整備付� 走行5.4万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●ETC  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行6.1万km
CVT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●ドライブレコーダー  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.1万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年5月迄� 走行7.7万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行7.4万km
AT  オレンジ  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

令和2年式　車検整備付� 走行1.0万km
CVT  シャイニングブルーPM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  ●アイドリングストップ  
●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年11月迄� 走行5.1万km
AT  ゴールド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行2.9万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.0万km
AT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.9万km
AT  ライトブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄
走行(走行距離計交換車)[交換前]5.2万km[交換後]8.4万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年10月迄� 走行5.4万km
AT  オレンジ  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●パーキングアシスト  
●LEDヘッドランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.0万km
AT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.7万km
AT  ダークメタルグレーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●スマートルームミラー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行2.4万km
AT  プレミアムコロナオレンジPM  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●ハイビームアシスト  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●ETC  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.1万km
AT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年1月迄� 走行6.1万km
AT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄� 走行2.6万km
AT  オレンジ  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  
●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●クルーズコントロール  ●ヘッドライトレベライザー  
●盗難防止装置  ●障害物センサー  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年12月迄� 走行4.7万km
AT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  
●ETC  ●バックモニター  ●クルーズコントロール  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.8万km
AT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●オートライトシステム  
●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年12月迄� 走行5.7万km
AT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●スマートルームミラー  ●リ済別  
●ワイド保証

令和3年式　車検令和6年2月迄� 走行4.3万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●前後ドライブレコーダー  ●ETC  ●電動パーキングブレーキ  ●オートブレーキホールド  ●USBソケット  
●ワイヤレス充電器  ●ステアリングスイッチ  ●リ済別  ●新車保証継承

平成24年式　車検令和5年5月迄� 走行6.5万km
CVT  オレンジ  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年11月迄� 走行7.4万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行6.5万km
CVT  ブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●横滑り防止機能  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  
●ワイド保証

平成27年式　車検整備付� 走行12.1万km
CVT  ホワイトパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●前席シートヒーター  
●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年11月迄� 走行8.4万km
CVT  ダークグリーン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  
●フォグランプ  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検整備付� 走行8.3万km
CVT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  ●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●アイドリングストップ  ●クルーズコントロール  
●ガラスルーフ  ●ルーフレール  ●リ済別  ●ワイド保証

平成27年式　車検令和6年3月迄� 走行8.7万km
CVT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ETC  ●アイドリングストップ  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成27年式　車検令和6年9月迄� 走行7.9万km
CVT  ブリリアントシルバーM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●前席シートヒーター  ●オートライトシステム  ●ETC  
●アイドリングストップ  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検整備付� 走行6.2万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成27年式　車検令和6年10月迄� 走行6.1万km
CVT  ブリリアントホワイトP3P  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  ●LEDヘッドランプ  
●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●クルーズコントロール  
●ガラスルーフ  ●ルーフレール  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年9月迄� 走行3.8万km
CVT  ダイヤモンドブラックパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ETC  ●アイドリングストップ  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年1月迄� 走行5.1万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  
●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行8.5万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●バックモニター  
●盗難防止装置  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行8.3万km
CVT  レッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成29年式　車検整備付� 走行7.9万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行7.5万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年9月迄� 走行4.0万km
CVT  ガンメタリック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行2.0万km
CVT  オレンジ  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和7年2月迄� 走行3.9万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検無し� 走行5.5万km
CVT  チタニウムカーキM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年4月迄� 走行4.4万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年8月迄� 走行5.4万km
CVT  ダイヤモンドブラックパール  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.4万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.6万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成27年式　車検令和6年2月迄� 走行9.4万km
CVT  ライトブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●ワイド保証

平成28年式　車検令和5年12月迄� 走行5.5万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年10月迄� 走行6.0万km
AT  マルーンレッド/ダイヤモンドブラックパール  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  ●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●アイドリングストップ  ●クルーズコントロール  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行4.1万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.8万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.1万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年3月迄� 走行7.8万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●プロパイロット  
●ワイド保証

平成30年式　車検令和6年10月迄� 走行4.4万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年1月迄� 走行5.3万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行5.4万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●両側ハンズフリーオートスライドドア  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成29年式　車検令和5年5月迄� 走行5.0万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年8月迄� 走行3.6万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年10月迄� 走行4.6万km
AT  レッド  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  インテリジェントキー  
アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●車線逸脱警報  ●プロパイロット  ●アラウンドビューモニター  
●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  ●ハンドルヒーター  
●フォグランプ  ●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検令和5年9月迄� 走行3.2万km
CVT  ファントムブラックP  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●アラウンドビューモニター  ●パーキングアシスト  ●LEDヘッドランプ  
●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  ●クルーズコントロール  
●両側オートスライドドア  ●後席モニター  ●リ済別  ●ワイド保証

平成19年式　車検令和6年5月迄� 走行6.0万km
AT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●横滑り防止機能  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

平成24年式　車検令和5年10月迄� 走行6.7万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●横滑り防止機能  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●前後ドライブレコーダー  ●ETC  
●リ済別  ●ワイド保証

平成25年式　車検整備付� 走行10.5万km
CVT  ブリリアントシルバーメタリック  エアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  キーレス  ●AM.FM  ●リ済別  
●ワイド保証ライト

平成30年式　車検整備付� 走行5.0万km
CVT  ホワイト  エアコン  PS  エアバック  ABS  キーレス  
●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検令和5年11月迄� 走行7.0万km
CVT  シルキーシルバーメタリック  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  ●CD  
●前後ドライブレコーダー  ●アイドリングストップ  
●バックモニター  ●助手席側オートスライドドア  ●リ済別  
●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年1月迄� 走行5.3万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●AM.FM  ●横滑り防止機能  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検令和5年12月迄� 走行6.0万km
CVT  ライトブルー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
●CD・AM.FM  ●横滑り防止機能  ●ETC  
●アイドリングストップ  ●ヘッドライトレベライザー  ●リ済別  
●ワイド保証

令和2年式　車検整備付� 走行4.0万km
CVT  パールホワイト/ブルーミングピンク  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●アラウンドビューモニター  ●両側ハンズフリーオートスライドドア  ●LEDヘッドランプ  
●ハイビームアシスト  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ドライブレコーダー  ●ETC  
●アイドリングストップ  ●ステアリングスイッチ  ●USBソケット  ●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検令和5年12月迄� 走行7.3万km
CVT  パールホワイト  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  
●ワイド保証

平成29年式　車検令和6年8月迄� 走行4.6万km
CVT  ブラウン  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●オートライトシステム  ●リ済別  
●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年2月迄� 走行1.1万km
CVT  ノクターンブルーパール  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行3.8万km
CVT  スチールシルバーM  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●衝突被害軽減ブレーキ  ●踏み間違い衝突防止アシスト  
●横滑り防止機能  ●車線逸脱警報  ●LEDヘッドランプ  
●ワイド保証

令和3年式　車検令和5年8月迄� 走行0.7万km
MT  ホワイト  エアコン  PS  エアバック  ●AM.FM  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●リ済別  ●ワイド保証

令和3年式　車検整備付� 走行248.0km
MT  シルキーシルバーメタリック  エアコン  PS  エアバック  
ABS  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●踏み間違い衝突防止アシスト  ●横滑り防止機能  
●車線逸脱警報  ●ハイビームアシスト  
●オートライトシステム  ●リ済別  ●ワイド保証

平成30年式　車検整備付� 走行1.7万km
CVT  ブラックマイカM  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  ●横滑り防止機能  
●LEDヘッドランプ  ●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●アイドリングストップ  ●バックモニター  
●クルーズコントロール  ●両側オートスライドドア  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検整備付� 走行5.5万km
CVT  シルバー  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  
●横滑り防止機能  ●オートライトシステム  ●リ済別  
●ワイド保証

平成23年式　車検令和6年1月迄� 走行9.6万km
CVT  スピリティッドグリーンM  オートエアコン  PS  PW  
エアバック  ABS  キーレス  ●CD  ●フォグランプ  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●HIDヘッドライト  ●リ済別  
●ワイド保証

平成25年式　車検令和6年5月迄� 走行3.9万km
CVT  シルバー  エアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
キーレス  ●CD  ●フォグランプ  ●バックモニター  
●盗難防止装置  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成26年式　車検令和5年6月迄� 走行7.3万km
CVT  シルバーメタリック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  
ABS  インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●横滑り防止機能  
●LEDヘッドランプ  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ETC  ●バックモニター  ●リ済別  ●ワイド保証

令和元年式　車検令和6年6月迄� 走行4.9万km
AT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  
●ドライブレコーダー  ●ETC  ●リ済別  ●ワイド保証

平成28年式　車検整備付� 走行6.3万km
CVT  ブラック  オートエアコン  PS  PW  エアバック  ABS  
インテリジェントキー  アルミ  ●CD・AM.FM  ●衝突被害軽減ブレーキ  
●横滑り防止機能  ●アラウンドビューモニター  ●LEDヘッドランプ  
●前席シートヒーター  ●フォグランプ  ●オートライトシステム  ●ETC  
●リ済別  ●ワイド保証

3838.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ563車台No.下３ケタ563

34 オッティ 660 S FOUR 4WD 5速マニュアルオッティ 660 S FOUR 4WD 5速マニュアル

万円
3939.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ293車台No.下３ケタ293

35 モコ 660 Xモコ 660 X

万円
4949.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ932車台No.下３ケタ932

36 デイズ 660 Xデイズ 660 X

万円

7070
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ333車台No.下３ケタ333

37 デイズ 660 ハイウェイスターGデイズ 660 ハイウェイスターG

万円
8686
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ762車台No.下３ケタ762

38 デイズ 660 ボレロデイズ 660 ボレロ

万円
8888
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ415車台No.下３ケタ415

39 デイズ 660 ハイウェイスターX 4WDデイズ 660 ハイウェイスターX 4WD

万円
8989
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ521車台No.下３ケタ521

40 デイズ 660 Xデイズ 660 X

万円
9999.8.8
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ546車台No.下３ケタ546

41 デイズ 660 Xデイズ 660 X

万円

106106
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ606車台No.下３ケタ606

42 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

万円
108108
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ577車台No.下３ケタ577

43 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

万円
110110
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ537車台No.下３ケタ537

44 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

万円
121121
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ964車台No.下３ケタ964

45 デイズ 660 ハイウェイスターGターボデイズ 660 ハイウェイスターGターボ

万円
123123
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ251車台No.下３ケタ251

46 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

万円
126126.5.5
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ338車台No.下３ケタ338

47 デイズ 660 Xデイズ 660 X

万円
129129.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ722車台No.下３ケタ722

48 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

万円
138138
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ409車台No.下３ケタ409

49 デイズ 660 ハイウェイスターXデイズ 660 ハイウェイスターX

万円
138138.6.6
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ039車台No.下３ケタ039

50 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

万円
8080.3.3
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ948車台No.下３ケタ948

51 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージデイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージ

万円
107107.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ340車台No.下３ケタ340

52 デイズルークス 660 Xデイズルークス 660 X

万円

112112.2.2
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ765車台No.下３ケタ765

53 デイズルークス 660 Xデイズルークス 660 X

万円
115115.5.5
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ532車台No.下３ケタ532

54 デイズルークス 660 Xデイズルークス 660 X

万円
115115.5.5
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ126車台No.下３ケタ126

55 デイズルークス 660 Xデイズルークス 660 X

万円
119119
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ973車台No.下３ケタ973

56 デイズルークス 660 X Vセレクションデイズルークス 660 X Vセレクション

万円
122122
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ272車台No.下３ケタ272

57 デイズルークス 660 X   Vセレクションデイズルークス 660 X   Vセレクション

万円
123123.2.2
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ130車台No.下３ケタ130

58 デイズルークス 660 Xデイズルークス 660 X

万円
124124
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ042車台No.下３ケタ042

59 デイズルークス 660 X Vセレクションデイズルークス 660 X Vセレクション

万円
127127.6.6
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ889車台No.下３ケタ889

60 デイズルークス 660 ボレロ Xベース 4WDデイズルークス 660 ボレロ Xベース 4WD

万円
129129
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ959車台No.下３ケタ959

61 デイズルークス 660 Xデイズルークス 660 X

万円
129129.8.8
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ950車台No.下３ケタ950

62 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ

万円
131131
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ442車台No.下３ケタ442

63 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクションデイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション

万円

132132
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ160車台No.下３ケタ160

64 デイズルークス 660 ハイウェイスターXデイズルークス 660 ハイウェイスターX

万円
133133
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ308車台No.下３ケタ308

65 デイズルークス 660 ハイウェイスターXデイズルークス 660 ハイウェイスターX

万円
135135
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ072車台No.下３ケタ072

66 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクションデイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション

万円
135135
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ331車台No.下３ケタ331

67 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージデイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージ

万円
136136
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ638車台No.下３ケタ638

68 デイズルークス 660 X Vセレクション 4WDデイズルークス 660 X Vセレクション 4WD

万円
136136
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ539車台No.下３ケタ539

69 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ

万円
136136.4.4
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ108車台No.下３ケタ108

70 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクションデイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション

万円
136136.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ577車台No.下３ケタ577

71 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクションデイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション

万円
138138
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ772車台No.下３ケタ772

72 デイズルークス 660 X Vセレクション 4WD プレミアムインテリアデイズルークス 660 X Vセレクション 4WD プレミアムインテリア

万円
139139.7.7
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ756車台No.下３ケタ756

73 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクションデイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション

万円
140140
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ503車台No.下３ケタ503

74 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ

万円

140140
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ213車台No.下３ケタ213

75 デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ

万円
141141
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ008車台No.下３ケタ008

76 デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ

万円
144144
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ300車台No.下３ケタ300

77 デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ 4WD

万円
145145
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ586車台No.下３ケタ586

78 デイズルークス 660 ハイウェイスターXデイズルークス 660 ハイウェイスターX

万円
146146
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ621車台No.下３ケタ621

79 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ

万円
146146.3.3
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ302車台No.下３ケタ302

80 デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ

万円
148148
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ640車台No.下３ケタ640

81 デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ 4WD

万円
153153
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ333車台No.下３ケタ333

82 デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD

万円
154154
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ640車台No.下３ケタ640

83 デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボデイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ

万円
154154
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ277車台No.下３ケタ277

84 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション 4WD

万円
156156
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ436車台No.下３ケタ436

85 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD

万円

158158
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ720車台No.下３ケタ720

86 デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD

万円
165165
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ530車台No.下３ケタ530

87 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WDデイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD

万円
178178.7.7
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ933車台No.下３ケタ933

88 ルークス 660ハイウェイスターXプロパイロッドエディションルークス 660ハイウェイスターXプロパイロッドエディション

万円
186186
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ698車台No.下３ケタ698

89 ルークス 660 AUTECH Xベースルークス 660 AUTECH Xベース

万円
186186
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ706車台No.下３ケタ706

90 ルークス 660 オーテックXルークス 660 オーテックX

万円
132132
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ252車台No.下３ケタ252

91 NV100クリッパーリオ 660 E 4WDNV100クリッパーリオ 660 E 4WD

万円
7373.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ189車台No.下３ケタ189

92 リーフ Sリーフ S

万円
7474.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ033車台No.下３ケタ033

93 リーフ Xリーフ X

万円
8585
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ859車台No.下３ケタ859

94 リーフ Xリーフ X

万円

129129.8.8
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ270車台No.下３ケタ270

95 リーフ Gリーフ G

万円
140140
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ447車台No.下３ケタ447

96 リーフ 30kWh Xリーフ 30kWh X

万円
178178
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ833車台No.下３ケタ833

97 リーフ Gリーフ G

万円
179179
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ299車台No.下３ケタ299

98 リーフ Xリーフ X

万円
208208
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ762車台No.下３ケタ762

99 リーフ X 10万台記念車リーフ X 10万台記念車

万円
208208
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ278車台No.下３ケタ278

100 リーフ Xリーフ X

万円
209209
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ586車台No.下３ケタ586

101 リーフ X 10万台記念車リーフ X 10万台記念車

万円
210210
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ375車台No.下３ケタ375

102 リーフ Gリーフ G

万円
230230
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ323車台No.下３ケタ323

103 リーフ X 10万台記念車 プロパイロットリーフ X 10万台記念車 プロパイロット

万円
230230
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ371車台No.下３ケタ371

104 リーフ Xリーフ X

万円
234234.3.3
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ831車台No.下３ケタ831

105 リーフ Sリーフ S

万円

234234.3.3
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ708車台No.下３ケタ708

106 リーフ G プロパイロットリーフ G プロパイロット

万円
235235
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ504車台No.下３ケタ504

107 リーフ G プロパイロットリーフ G プロパイロット

万円
238238
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ836車台No.下３ケタ836

108 リーフ AUTECH プロパイロットリーフ AUTECH プロパイロット

万円
239239.8.8
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ635車台No.下３ケタ635

109 リーフ Xリーフ X

万円
6565
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ160車台No.下３ケタ160

110 ノート 1200 X DIG-Sノート 1200 X DIG-S

万円
6767
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ102車台No.下３ケタ102

111 ノート 1200 X FOUR 4WD エマージェンシーブレーキノート 1200 X FOUR 4WD エマージェンシーブレーキ

万円
7979.2.2
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ328車台No.下３ケタ328

112 ノート 1200 X FOUR Vセレクション プラスセーフティII 4WDノート 1200 X FOUR Vセレクション プラスセーフティII 4WD

万円
9292
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ004車台No.下３ケタ004

113 ノート 1200 X DIG-Sノート 1200 X DIG-S

万円
9393
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ142車台No.下３ケタ142

114 ノート 1200 X エマージェンシーブレーキノート 1200 X エマージェンシーブレーキ

万円
9696.8.8
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ364車台No.下３ケタ364

115 ノート 1200 Xノート 1200 X

万円
106106
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ678車台No.下３ケタ678

116 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円

107107
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ247車台No.下３ケタ247

117 ノート 1200 Xノート 1200 X

万円
128128
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ094車台No.下３ケタ094

118 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
129129.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ691車台No.下３ケタ691

119 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
130130
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ717車台No.下３ケタ717

120 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
133133
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ356車台No.下３ケタ356

121 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
134134
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ129車台No.下３ケタ129

122 ノート 1200 X Vセレクションノート 1200 X Vセレクション

万円
135135.3.3
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ757車台No.下３ケタ757

123 ノート 1200 e-POWER メダリストノート 1200 e-POWER メダリスト

万円
136136
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ065車台No.下３ケタ065

124 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
136136
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ440車台No.下３ケタ440

125 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
136136.4.4
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ982車台No.下３ケタ982

126 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
138138
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ920車台No.下３ケタ920

127 ノート 1200 e-POWER メダリスト ブラックアローノート 1200 e-POWER メダリスト ブラックアロー

万円

139139
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ978車台No.下３ケタ978

128 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
139139
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ260車台No.下３ケタ260

129 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
139139
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ143車台No.下３ケタ143

130 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
141141
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ914車台No.下３ケタ914

131 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
145145
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ904車台No.下３ケタ904

132 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
146146
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ050車台No.下３ケタ050

133 ノート 1200 e-POWER メダリストノート 1200 e-POWER メダリスト

万円
154154
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ977車台No.下３ケタ977

134 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
159159.5.5
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ562車台No.下３ケタ562

135 ノート 1200 e-POWER オーテック FOUR 4WDノート 1200 e-POWER オーテック FOUR 4WD

万円
165165
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ707車台No.下３ケタ707

136 ノート 1200 e-POWER Xノート 1200 e-POWER X

万円
189189
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ217車台No.下３ケタ217

137 ノート 1200 e-POWER NISMOノート 1200 e-POWER NISMO

万円
209209
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ034車台No.下３ケタ034

138 ノート 1200 X SOSコール付ノート 1200 X SOSコール付

万円

4444.7.7
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ234車台No.下３ケタ234

139 マーチ 1200 12X FOUR 4WDマーチ 1200 12X FOUR 4WD

万円
6868.2.2
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ561車台No.下３ケタ561

140 キューブ 1500 15X Vセレクションキューブ 1500 15X Vセレクション

万円
9999
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ556車台No.下３ケタ556

141 キューブ 1500 15X Vセレクション マイ キューブキューブ 1500 15X Vセレクション マイ キューブ

万円
110110
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ715車台No.下３ケタ715

142 エクストレイル 2000 20X ハイブリッドEブレーキPKGエクストレイル 2000 20X ハイブリッドEブレーキPKG

万円
139139
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ073車台No.下３ケタ073

143 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 2列車 4WD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 2列車 4WD

万円
147147.4.4
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ696車台No.下３ケタ696

144 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 3列車 4WD パノラミックルーフエクストレイル 2000 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 4WD パノラミックルーフ

万円
148148
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ014車台No.下３ケタ014

145 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 2列車 4WD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 2列車 4WD

万円
156156
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ971車台No.下３ケタ971

146 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 2列車 4WD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 2列車 4WD

万円
160160
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ199車台No.下３ケタ199

147 エクストレイル 2000 20Xt エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 4WDエクストレイル 2000 20Xt エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 4WD

万円
173173
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ956車台No.下３ケタ956

148 エクストレイル 2000 20X ハイブリッド ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキPKG 4WD パノラミックルーフエクストレイル 2000 20X ハイブリッド ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキPKG 4WD パノラミックルーフ

万円
176176
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ873車台No.下３ケタ873

149 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 2列車 4WD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 2列車 4WD

万円

188188
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ954車台No.下３ケタ954

150 エクストレイル 2000 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 4WDエクストレイル 2000 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD

万円
190190
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ487車台No.下３ケタ487

151 エクストレイル 2000 20X 2列車 4WDエクストレイル 2000 20X 2列車 4WD

万円
198198
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ274車台No.下３ケタ274

152 エクストレイル 2000 20Xi ハイブリッド 4WDエクストレイル 2000 20Xi ハイブリッド 4WD

万円
198198
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ132車台No.下３ケタ132

153 エクストレイル 2000 20X 2列車 4WDエクストレイル 2000 20X 2列車 4WD

万円
223223
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ169車台No.下３ケタ169

154 エクストレイル 2000 20Xi ハイブリッド 4WDエクストレイル 2000 20Xi ハイブリッド 4WD

万円
228228
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ229車台No.下３ケタ229

155 エクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロットエクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロット

万円
228228.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ586車台No.下３ケタ586

156 エクストレイル 2000 20X 3列車 4WD プロパイロットエクストレイル 2000 20X 3列車 4WD プロパイロット

万円
229229
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ772車台No.下３ケタ772

157 エクストレイル 2000 20S ハイブリッド 4WDエクストレイル 2000 20S ハイブリッド 4WD

万円
230230
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ501車台No.下３ケタ501

158 エクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロットエクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロット

万円
238238
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ364車台No.下３ケタ364

159 エクストレイル 2000 20X 2列車 4WDエクストレイル 2000 20X 2列車 4WD

万円
245245
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ751車台No.下３ケタ751

160 エクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロットエクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロット

万円

248248.6.6
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ403車台No.下３ケタ403

161 エクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロットエクストレイル 2000 20Xi 2列車 4WD プロパイロット

万円
250250
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ531車台No.下３ケタ531

162 エクストレイル 2000 20X 2列車 4WDエクストレイル 2000 20X 2列車 4WD

万円
118118
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ237車台No.下３ケタ237

163 セレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRIDセレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID

万円
200200
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ638車台No.下３ケタ638

164 セレナ 2000 ハイウェイスターセレナ 2000 ハイウェイスター

万円
223223
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ506車台No.下３ケタ506

165 セレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクションセレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション

万円
238238
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ316車台No.下３ケタ316

166 セレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクションセレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション

万円
239239.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ625車台No.下３ケタ625

167 セレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション プロパイロットセレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション プロパイロット

万円
245245.3.3
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ318車台No.下３ケタ318

168 セレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクションセレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション

万円
249249.7.7
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ195車台No.下３ケタ195

169 セレナ 2000 ハイウェイスター VセレクションII プロパイロット付セレナ 2000 ハイウェイスター VセレクションII プロパイロット付

万円
250250
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ483車台No.下３ケタ483

170 セレナ 2000 ハイウェイスターVセレクションセレナ 2000 ハイウェイスターVセレクション

万円
255255
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ114車台No.下３ケタ114

171 セレナ 2000 ハイウェイスター VセレクションIIセレナ 2000 ハイウェイスター VセレクションII

万円

258258
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ584車台No.下３ケタ584

172 セレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション 4WDセレナ 2000 ハイウェイスター Vセレクション 4WD

万円
266266.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ951車台No.下３ケタ951

173 セレナ 2000 ハイウェイスターVセレクション4WDセレナ 2000 ハイウェイスターVセレクション4WD

万円
268268
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ695車台No.下３ケタ695

174 セレナ 2000 NISMOセレナ 2000 NISMO

万円
288288.8.8
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ824車台No.下３ケタ824

175 セレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V プロパイロットセレナ 1200 e-POWER ハイウェイスター V プロパイロット

万円
279279.4.4
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ068車台No.下３ケタ068

176 エルグランド 2500 250ハイウェイスターS フリップダウン後席モニターエルグランド 2500 250ハイウェイスターS フリップダウン後席モニター

万円
5555
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ594車台No.下３ケタ594

177 フーガ 2500 250GTフーガ 2500 250GT

万円
108108
消費税込消費税込

オートピア会津オートピア会津

車台No.下３ケタ277車台No.下３ケタ277

178 スカイライン 2500 250GT FOUR タイプV 4WDスカイライン 2500 250GT FOUR タイプV 4WD

万円
2828
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ554車台No.下３ケタ554

179 AD 1500 VEAD 1500 VE

万円
7676
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ170車台No.下３ケタ170

180 NV150 AD 1500 DX エマージェンシーブレーキNV150 AD 1500 DX エマージェンシーブレーキ

万円

5858
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ761車台No.下３ケタ761

181 スペーシア 660 X スマートフォン連携ナビゲーション装着車スペーシア 660 X スマートフォン連携ナビゲーション装着車

万円
9898
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ771車台No.下３ケタ771

182 タント 660　カスタムRSタント 660　カスタムRS

万円
7575.9.9
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ174車台No.下３ケタ174

183 ムーヴ 660 L SAムーヴ 660 L SA

万円
165165
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ584車台No.下３ケタ584

184 ムーヴキャンバス 660 G ホワイトアクセント リミテッド SAIII 4WDムーヴキャンバス 660 G ホワイトアクセント リミテッド SAIII 4WD

万円
7373
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ084車台No.下３ケタ084

185 ワゴンR 660 スティングレー XワゴンR 660 スティングレー X

万円
8383.6.6
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ067車台No.下３ケタ067

186 ワゴンR 660 ハイブリッド FXワゴンR 660 ハイブリッド FX

万円
116116
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ466車台No.下３ケタ466

187 ワゴンR 660 25周年記念車 ハイブリッド FXリミテッド デュアルセンサーブレーキサポートワゴンR 660 25周年記念車 ハイブリッド FXリミテッド デュアルセンサーブレーキサポート

万円
138138.6.6
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ004車台No.下３ケタ004

188 ワゴンR 660 スティングレー ハイブリッド TワゴンR 660 スティングレー ハイブリッド T

万円
9999
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ414車台No.下３ケタ414

189 キャリイ 660 KC 3方開 4WD 5速マニュアルキャリイ 660 KC 3方開 4WD 5速マニュアル

万円

108108
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ347車台No.下３ケタ347

190 キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD ハイビームアシスト 後方障害物ソナーキャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD ハイビームアシスト 後方障害物ソナー

万円
165165
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ524車台No.下３ケタ524

191 ルーミー 1000 カスタム G Sルーミー 1000 カスタム G S

万円
105105
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ896車台No.下３ケタ896

192 イグニス 1200 ハイブリッド MX 4WDイグニス 1200 ハイブリッド MX 4WD

万円
3636
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ664車台No.下３ケタ664

193 デミオ 1300 13C-V HIDエディションデミオ 1300 13C-V HIDエディション

万円
7979.2.2
消費税込消費税込

Pフィールド23Pフィールド23

車台No.下３ケタ393車台No.下３ケタ393

194 アクア 1500 Gアクア 1500 G

万円

9696
消費税込消費税込

ユー.comあさかユー.comあさか

車台No.下３ケタ764車台No.下３ケタ764

195 カローラフィールダー 1500 ハイブリッド G エアロツアラーカローラフィールダー 1500 ハイブリッド G エアロツアラー

万円
258258.5.5
消費税込消費税込

オートピア本内オートピア本内

車台No.下３ケタ104車台No.下３ケタ104

196 CX-5 2200 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 全周囲カメラCX-5 2200 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 全周囲カメラ

万円
325325
消費税込消費税込

Pステージ23Pステージ23

車台No.下３ケタ971車台No.下３ケタ971

197 ハリアー 2500　HYBRID E4プレミアム Advanced Sハリアー 2500　HYBRID E4プレミアム Advanced S

万円
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HDDナビ・
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4WD
メモリーナビ
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地デジTV

メモリーナビ・
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4WD
メモリーナビ・
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メモリーナビ・
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メモリーナビ・
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4WD 全車
修復歴無し！

日産車以外も
特別プライス！

日産の軽自動車

日産車ラインナップ

車検（点検）
整備のうえ

納車いたします
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