
タイヤキャンペーン
無料点検実施中

＜ご注意＞安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距
離の確保など、安全運転を心がけてください。 先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合せください。＜残価設定型クレジットについて＞●残価設定型クレジット対象車種の新車をご成約の方で、(株)日産フィナンシャルサービスをご利用の場合に限らせていただきます。
●お申し込みいただきましても審査の結果、お受けできない場合もございます。●本クレジットは予告なく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。※価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録（届出）等に伴う諸費用、オプション代、特別塗装色代は含まれておりません。別途申し受けます。※リサイクル料金が別途必
要となります。※価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。販売価格は各販売会社が独自に決めております。詳しくはお近くの日産のお店へお問い合わせください。※価格にはスペアタイヤ（または応急パンク修理キット）や標準工具等が含まれる場合があります。※価格にはメーカーオプションは含まれておりません。［2021年6月版］

公式サイト https://ni-nagasaki.nissan-dealer.jp/

週末はお近くの長崎日産へ

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

¥1,485,000
車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

¥1,567,500

10万円割引

マーチ X Vセレクションマーチ X Vセレクション
（1200cc  2WD エクストロニックCVT）（1200cc  2WD エクストロニックCVT）

Photo：XVセレクション
カラー：ナデシコピンク

※特別塗装色（55,000円）は含まれておりません。
Photo:X e-POWER
カラー：ビビッドブルー／スーパーブラック
2トーン（特別塗装色）

※予告なく終了となる場合があります。
※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。

※2021年3月末時点日産調べ

・リーフ
・エルグランド

ノート X e-POWER
（HR12DE/EM47 2WD）

車両本体価格（消費税込）

¥2,186,800

●対象車：車検（2回目以降）の国産乗用車
●条　件：2回目以降の車検でご来店入庫
●割引額：5年目…5000円、6年目…6000円、
　　　　　7年目…7000円、8年以上…8000円14,000円の割引

車検代から最大

(※1)

(※1) その他割引を含みます。 
(※2) 一部対象とならない場合や割引額が変わるがございます。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。

長崎日産
だけの 車検マイレージキャンペーン

(※2)

中古車フェアも同時開催！！中古車フェアも同時開催！！

個人向けカーリース
点検のみの予約も受付中！

当店のスタッフが責任をもって
点検致します！

こんな時代だからこそ、技術の日産ができること。
日産はEV、コンパクト、ミニバン、SUVに電気のチカラを搭載。
そして、軽まで、人気の先進技術や安全装備を搭載。
さらに、購入後1年間、金利の負担を実質ゼロに。
もっと多くのお客様の負担を少しでも減らして、
安心してカーライフを楽しんで欲しいから。

安全ドライブ残　溝
燃費向上空気圧

お気軽にお立ち寄りください。

ながにち
リース
Naga Nich i
Lease

表示リース料算出内訳

・グレード：ルークス X（2WD）
・車両本体価格：1,546,600円
・リース期間：7年
・走行距離：1,000km/月

月々
（税込）¥23,800～

月々
（税込）¥22,000～

表示リース料算出内訳

・グレード：デイズ X（2WD）
・車両本体価格：1,380,500円
・リース期間：7年
・走行距離：1,000km/月新型コロナウイルス感染防止対策を実施しております。

［リース料に含まれるもの］  車両代、登録諸費用、期間中の自動車税、重量税、自賠責、点検基本料金、
エンジンオイル交換（5回）、エンジンオイル＆オイルフィルター交換（4回）、車検基本料金

※特別塗装色（33,000円）、オプション代は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込）

¥1,699,500

3.9%
特別金利

通常クレジット

3.9%
特別金利

通常クレジット

3.9%

（660CC 2WD エクストロニックCVT）（660CC 2WD エクストロニックCVT）

デイズ ハイウェイスター X
アーバンクロム プロパイロットエディション

アーバンクロムシリーズ さりげないこだわりで、ひと味ちがう上質を。こだわりのオプション装備でカーライフをもっと楽しくなります。

Photo:ハイウェイスターX
アーバンクロム プロパイロットエディション
カラー：ホワイトパール（特別塗装色）　※オプション装着車

対象車
※特別塗装色（33,000円）、オプション代は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込）

¥1,998,700

3.9%
特別金利

通常クレジット

（660CC 2WD エクストロニックCVT）（660CC 2WD エクストロニックCVT）

ルークス ハイウェイスター Gターボ
アーバンクロム プロパイロットエディション

Photo:ハイウェイスター Gターボ
アーバンクロム プロパイロットエディション
カラー：ホワイトパール（特別塗装色）

対象車

対象車

対象車

対象車

対象車

対象車

※特別塗装色（55,000円）、オプション代は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込）

¥3,980,900
（2500CC 2WD エクストロニックCVT-M6）（2500CC 2WD エクストロニックCVT-M6）

エルグランド 250ハイウェイスター S
アーバンクロム

Photo:250ハイウェイスターS
アーバンクロム
カラー：ピュアホワイトパール（特別塗装色）

※特別塗装色（77,000円）、オプション代は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込）

¥3,665,200
（HR12DE-EM57 2WD）（HR12DE-EM57 2WD）

セレナ e-POWER ハイウェイスター V
アーバンクロム

Photo:e-POWER ハイウェイスターV
アーバンクロム
カラー：ブリリアントホワイトパール／ダイヤモンドブラック2トーン（特別塗装色）

対象車

2.9%
特別金利

残価設定型クレジット

2.9%
特別金利

残価設定型クレジット

2.9%

50
残価設定型

クレジット
・デイズ
・ルークス
・クリッパーリオ

通常クレジット

特選車登場!
今がチャンス!

※特別塗装色（82,500円）、オプション代は
　含まれておりません。

キックス X e-POWER
（HR12DE/EM57 2WD）

車両本体価格（消費税込）

¥2,759,900

※特別塗装色（71,500円）は
　含まれておりません。

キックス X e-POWER（HR12DE/EM57 2WD）

車両本体価格（消費税込）

2,759,900円
合  計

2,829,200円
メーカーオプション価格

69,300円

-109,200円 OFF 272万円272万円

特別低金利

万台
突破!

乗ってる間も、思い出に。
家族に選ばれ続ける理由がある。

乗ればわかる、電気のたのしさ。

すべてが驚き。
NEW日産リーフ誕生。

Photo：X
カラー：プレミアムホライズンオレンジ/
ピュアブラック 2トーン（特別塗装色）

※特別塗装色（77,000円）は含まれておりません。
（HR12DE/EM57）

セレナ e-POWER
ハイウェイスター

車両本体価格（消費税込）

¥3,293,400 Photo：e-POWER ハイウェイスター
カラー：ブリリアントホワイトパール/
ダイヤモンドブラック 2トーン（特別塗装色）

※特別塗装色（55,000円）は含まれておりません。

リーフ X Vセレクション
（40kWh）

車両本体価格（消費税込）

¥4,063,400
Photo：X Vセレクション
カラー：バーガンディ/スーパーブラック 2トーン（特別塗装色）

NEW!

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

Photo:ハイウェイスターX
ボディカラー：ホワイトパール／プレミアム
サンシャインオレンジ2トーン（特別塗装色）

Photo:20Xi
ボディカラー：ブリリアントホワイトパール（特別塗装色）

※特別塗装色代（66,000円）は含まれておりません。

¥3,161,400
エクストレイル
20Xi 〈2列シート〉
エクストレイル
20Xi 〈2列シート〉
（2000cc  2WD エクストロニック
 マニュアルモード付CVT）
（2000cc  2WD エクストロニック
 マニュアルモード付CVT） ※特別塗装色代（44,000円）は含まれておりません。

（税込）

【対象条件】
今お乗りのおクルマ(日産車以外も可)を下取り入庫の上、日産エクストレイル(新車)をご成約且つ
ご登録(届出)された方 ※今お乗りのおクルマを日産販売会社に下取りとして入庫して頂く事が条件となります。

【割引額の算出方法について】
①走行距離：1km=1円（※1,000km未満切り上げ）／②保有年数（車齢）：1年=1万円
　いずれか高い方の金額で割引致します。 ※車両本体価格もしくはオプションより割引

※日産自動車/日産販売会社が実施しているその他一部キャンペーンとは併用できません。
※本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合がございますので、予めご了承下さい。
詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

エクストレイル マイレージキャンペーン

キックス ナビレコ
お買い得パック +ETC2.0 10万円割引

※本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。他のキャンペーンと併用することができない場合がございます。
※一部の販売会社では本内容を実施していない場合があります。※詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

※画面はハメ込み合成です。

※画面はハメ込み合成です。

キックスに対象の以下のセット内容で
ナビを装着し、新車でご成約いただいた
お客さまを対象に　、10万円割引いたします。

●日産オリジナルナビゲーション
●ドライブレコーダー ●ETC2.0ユニット

セット内容

通常3万円割引
のところ

最
大

走っただけ、おトク！
乗っただけ、おトク！

［1km=1円］走って ［1年=1万円］乗ってor

【メーカーオプション】

特別値引き

インテリジェントアラウンドビューモニター＆
インテリジェントルームミラー

（消費税込）

+ =

Photo：X
カラー：ブリリアントホワイトパール/ピュアブラック（2トーン）（特別塗装色）

さらに

さらに

ナビレコお買い得パック+ETC2.0が、
通常3万円割引のところ

購入後一年間
対象車金利負担実質

今なら10万円割引 合計209,200円お得
新車特別値引きと合わせて

０
2021年4月29日以降に対象車種の新車を株式
会社日産フィナンシャルサービスの残価設定
型クレジットでご成約いただくと、初回支払月
から1年間分の金利相当額をキャッシュバック
します。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。

※


