
プリンスの軽自動車もっと見て、もっと感じて、もっとワクワクする

遠くまで行けるって、
たのしい！

キビキビ走る♡
ハイトワゴンタイプ

ゆったり空間♡
スーパーハイトワゴンタイプ

ルークスハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション
660 2WD エクストロニックCVT 車両本体価格（消費税込）1,932,700円

デイズハイウェイスターX プロパイロットエディション
660 2WD エクストロニックCVT 車両本体価格（消費税込）1,666,500円

Photo:ボディカラーはホワイトパール（3P）/
プレミアムサンシャインオレンジ（M） 2トーン
〈特別塗装色〉で66,000円プラスとなります

Photo:ボディカラーは
アメジストパープル（PM）/フローズンバニラパール（M） 
2トーン〈特別塗装色〉で71,500円プラスとなります。

試乗予約は
コチラから

G o  t o  R O O X

試乗予約は
コチラから

G o   t o D AY S

先進技術で、
家族はもっと楽しめる！

Interior ひろ～い室内

小さく回れる

狭い曲がり角でもスッと曲がる

広い視界でよく見える！ 隅々まではっきり

気持ちよく走る

スムースに力強く走ります

片付けもラクラク

脚が組めるほど広い 荷室も広い

高速道路でのドライバーの負担を軽減

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）

SOSコール
（ヘルプネット）

グレード別設定
グレード別設定 グレード別設定

空から見下ろしているかのような映像で
駐車をアシスト♡

高性能の位置情報、センサー情報とともに
専門のオペレーターにつながる

Technology 詳しくはこちら

詳しくはこちら

いざという時にワンプッシュ！

プロパイロット

車間距離を
キープ

車線中央を
キープ

日産デイズの“たのしい”魅力

乗って体感 プリンスのDAYZ

Colorful 私色の18色

Technology 先進技術

Colorful 私色の18色

デイズハイウエイスター デイズ

Driving 路地裏もスイスイ

お気に入りのボディカラーなら、毎日たのしく行ける！

※エクステリアカラー：ソーダブルー（M）/アッシュブラウン（M）2トーンインテリアカラー：プレミアムコンビネーションインテリア（ブラック×ブラウン）が、
オートカラーアウォード2019 特別賞を受賞しました。

DRIVING気持ちいい走りで、お出かけが楽しくなる！

日産の先進技術がドライバーをサポート！もっと遠くまでいける！

Interior 広々とした室内、気が利く収納。心地よく行けるってたのしい！

インストセンタースライドトレイ
（カップホルダー付）  

ドアポケット〈助手席〉（ボトルホルダー、車検証収納ボックス付）

助手席シートアンダーボックス
グレード別設定

乗って体感！！日産デイズ

その他、お気軽にお問い合わせください

試乗予約はこちらから

店舗検索カタログ請求

Technology 上から丸見え♥

狭い道もラクラク！

力強い加速とスムースな走り！

歩行者もハッキリ見える

上下左右に広い快適な見晴らし！

大人も子供も大満足まるでリビングのような広～い室内！

高速道路のドライブにゆとりと自信、家族の会話が弾む

インテリジェント 
アラウンドビューモニター

SOSコール
（ヘルプネット）

グレード別設定

グレード別設定

グレード別設定

グレード別設定

空から見下ろしているかのような映像で駐車をアシスト

上から丸見え！ラクラク駐車♡

高性能の位置情報、センサー情報とともに
専門のオペレーターにつながる

プロパイロット

スヤスヤ
(-_-)zzz

親子で
ゴキゲン

ラゲッジルームも広 ！々

賢い収納
も

大開口ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉

肩口リクライニングレバー（助手席）

ハンズフリーで
乗り降りラクラク

後席が近くお子さまのケアもらくらくサッと入れて、パッと開く！

Technology

後席は足もとスペースが広く、大人が座っても快適。
ロングドライブも快適に楽しめます。

後席の室内高は139cm。小さなお子さまなら
立ったまま楽に着替えることができます。

高速道路のロングドライブ
そして渋滞走行でも、アクセル、ブレーキ、ハンドルの操作をクルマがアシスト

白線や駐車車両をナビゲーション画面
（またはルームミラーのディスプレイ）に表示
駐車しているクルマとの位置関係がひと目でわかって安心です

後席を倒せば27インチ自転車も！

運転席から
簡単操作！

走って体感！！日産ルークス

その他、お気軽にお問い合わせください

試乗予約はこちらから

店舗検索カタログ請求

高速道路でのドライバーの負担を軽減 （移動物 検知機能付）

いざという時にワンプッシュ！

家族で“Enjoy”日産ルークス

走って体感 プリンスのROOX

Utility SMILE♥Big Space どこにだって行ける♥

Driving HAPPY♥

広～い室内、圧倒的な収納力、家族でどこへでも行ける！

DRIVING“広～い視界”と“快適な走り” 家族がもっと楽しくなる！

日産の先進技術がドライバーをサポート！お出かけが楽しくなる！

Utility

Big Space

多彩な機能で、みんなが楽しくなる！

インストスライドボックス

助手席シートアンダーボックス(車検証収納トレイ付)

インストセンタートレイ

詳しくはこちら

詳しくはこちら

日産プリンス福島

デイズ/ルークス

ご成約特典

デイズハイウェイスターX プロパイロットエディション
660 2WD エクストロニックCVT 車両本体価格（消費税込）1,666,500円

Photo:ボディカラーは
ホワイトパール（3P）/
プレミアムサンシャインオレンジ（M） 
2トーン〈特別塗装色〉で
66,000円プラスとなります。

Photo:ボディカラーは
アメジストパープル（PM）/
フローズンバニラパール（M） 
2トーン〈特別塗装色〉で
71,500円プラスとなります。

ルークスハイウェイスターX プロパイロットエディション
660 2WD エクストロニックCVT 車両本体価格（消費税込）1,843,600円

プリンスの特典de“ラクラク・お得”に乗り換えよう！！

ミシュラン スタッドレスタイヤ

エスティーロ アルミホイール
セットで
おトク

20%OFF

おトクその2

50%OFF
日産純正ボディーコーティング

5イヤーズコートプレミアム

おトクその1
特別な

ボディーコー
ティングで

愛車をより
美しく！

5年間安心サポート
メンテプロパック54 グッドプラス保証

1万円OFF

おトクその3

（税込）

❷［セットタイヤ 20％OFF］
　ミシュランスタッドレス（X-ICE SNOW）
　＋エスティーロ（155/65R14） プリンス特別価格

定価104,720円が
83,776円
※工賃別途 （消費税込）

❶［ボディーコーティング 50％OFF］
　5イヤーズコートプレミアム プリンス特別価格

定価110,000円が
55,000円

（消費税込）

❸［安心サポート 1万円OFF］
　5年間安心サポート
　（メンプロ54+グッドプラス保証） プリンス特別価格

定価98,290円が
88,290円

（消費税込）

❷［セットタイヤ 20％OFF］
　ミシュランスタッドレス（X-ICE SNOW）
　＋エスティーロ（155/65R14） プリンス特別価格

定価104,720円が
83,776円
※工賃別途 （消費税込）

❶［ボディーコーティング 50％OFF］
　5イヤーズコートプレミアム プリンス特別価格

定価110,000円が
55,000円

（消費税込）

❸［安心サポート 1万円OFF］
　5年間安心サポート
　（メンプロ54+グッドプラス保証） プリンス特別価格

定価98,290円が
88,290円

（消費税込）

おトクその4

残価設定型ビッグバリュークレジットで
ご成約いただくと

ディーラーオプション

2万円分プレゼント（税込）

5/31（火）まで

毎月“ラクラク”ビッグバリュークレジットでご成約いただくと

デイズハイウェイスターX
プロパイロットエディション

車両本体価格1,666,500円(消費税込)を

ルークスハイウェイスターX
プロパイロットエディション

車両本体価格1,843,600(消費税込)を

例えば
例えば

合計　105,944円お得！
特典ご利用で

最大 合計　105,944円お得！
特典ご利用で

最大

ディーラーオプション

※ビッグバリュークレジットでご成約いただいた方限定

❹［ディーラーオプション2万円分プレゼント］

（消費税込）
20,000円 ディーラーオプション

※ビッグバリュークレジットでご成約いただいた方限定

❹［ディーラーオプション2万円分プレゼント］

（消費税込）
20,000円

https://np-fukushima.nissan-dealer.jp/newcar/search.html
https://np-fukushima.nissan-dealer.jp/newcar/search.html
https://np-fukushima.nissan-dealer.jp/newcar/search.html
https://np-fukushima.nissan-dealer.jp/newcar/search.html
https://www.nissan.co.jp/CATALOG/DAYZ/
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/dayz/performance_safety/nim.html#propilot
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/dayz/interior/utility.html#indoorSpace
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/roox/performance_safety.html#propilot
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/roox/interior/utility.html
https://www.nissan.co.jp/CATALOG/ROOX/
https://np-fukushima.nissan-dealer.jp/search/dealer.html
https://np-fukushima.nissan-dealer.jp/search/dealer.html



