
誠に勝手ながら、2022年4月より毎週水曜日および第一・二の火曜日を
店休日とさせていただきます。 お客様にはご迷惑とご不便をおかけいたし
ますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

中古車フェアも
同時開催！

店休日
変更の
お知らせ

●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車検マイレージキャンペーン

(※2)

佐世保営業所
〒857-0879

佐世保市島地町11-2

☎0956-24-2323

佐世保営業所

大塔営業所
〒857-1161

佐世保市大塔町5-1

☎0956-32-2325

大塔営業所

大村営業所
〒856-0814

大村市松並2丁目1225

☎0957-52-4135

大村営業所

時津営業所
〒851-2106

西彼杵郡時津町左底郷101-2

☎095-882-0523
時津営業所

諫早営業所
〒854-0066

諫早市久山町2163

☎0957-26-0350

諫早営業所

島原営業所
〒855-0802

島原市弁天町2丁目7109-4

☎0957-62-2127

島原営業所

カーパレス佐世保
〒857-1161

佐世保市大塔町5-1

☎0956-31-8223
大塔駅

長崎中古車センター
〒854-0066

諫早市久山町2163

☎0957-26-0350

＜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。［2022年5月現在］

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

週末はお近くの長崎日産へ

長崎日産では、コロナウイルス
感染防止対策を徹底しております。

ながにちリース個人向けカーリース

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）¥23,900～

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

［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

セレナ XVエアロセレナ XVエアロ
（2000CC
エクストロニックCVT 2WD）
（2000CC
エクストロニックCVT 2WD）

Photo：XVエアロ
カラー：ダークメタルグレー
Photo：XVエアロ
カラー：ダークメタルグレー

Photo：e-POWER
ハイウェイスターV
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）

Photo：e-POWER
ハイウェイスターV
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）

Photo：GRANDプレミアムGX
カラー：ミッドナイトブラック（特別塗装色）
Photo：GRANDプレミアムGX
カラー：ミッドナイトブラック（特別塗装色）

（2WD 2400ccディーゼルターボ
7M-ATx ロングボディ／標準幅／
標準ルーフ／低床／5人乗り／5ドア）

（2WD 2400ccディーゼルターボ
7M-ATx ロングボディ／標準幅／
標準ルーフ／低床／5人乗り／5ドア）

¥3,582,700
※特別塗装色代（77,000円）は含まれておりません。

※特別塗装色代（55,000円）は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

¥2,893,000
車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

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

¥1,734,700
車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

※特別塗装色代（66,000円）は含まれておりません。

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

¥1,567,500
車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

マーチ Sマーチ S
（1200cc
エクストロニックCVT 2WD）
（1200cc
エクストロニックCVT 2WD）¥1,289,200

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）セレナ e-POWER
ハイウェイスター V
セレナ e-POWER
ハイウェイスター V
（HR12DE/EM57 2WD） 2WD）（HR12DE/EM57 2WD） 2WD）

¥3,879,700
※特別塗装色代（55,000円）は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）
キャラバンキャラバン
GRANDプレミアムGXGRANDプレミアムGX

（ディーゼル）（ディーゼル）

Photo:S
ボディカラー：ナデシコピンク
Photo:S
ボディカラー：ナデシコピンク

¥2,759,900
※特別塗装色代（82,500円）は含まれておりません。

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）

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）

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

キックス Xキックス X
（HR12DE/EM57 2WD）（HR12DE/EM57 2WD）

Photo:ハイウェイスターX
ボディカラー：スパークリング
レッド/ブラック2トーン
（特別塗装色）

Photo:ハイウェイスターX
ボディカラー：スパークリング
レッド/ブラック2トーン
（特別塗装色）

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: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）

ファイブ
スター賞受賞

ファイブ
スター賞受賞

NEWNEW

NEWNEW

新たな伝説がここからはじまる。新たな伝説がここからはじまる。

Photo:B6(2WD)
カラー：暁-アカツキ-
サンライズカッパー（M）/
ミッドナイトブラック(P)
2トーン(#XGJ スクラッチシールド)
(特別塗装色)

Photo:B6(2WD)
カラー：暁-アカツキ-
サンライズカッパー（M）/
ミッドナイトブラック(P)
2トーン(#XGJ スクラッチシールド)
(特別塗装色)

（66kWhバッテリー搭載車）
※令和3年度補正予算　経産省補助金

日産アリア 補助金 80万円

※ ●現在記載されている補助見込み額については、あくまで暫定的な目安であり、今後、車両の性能の変更等により変わる可能性がありますので、実際の補助金額については、必ず補助金の申請前に再度ご確認ください。補助対象車両は、今後も随時、各メーカーからの新車発表等に応じて、外部審査会（本事業実施者の下に
置かれる外部審査会をいう。以下同じ。）の審査を経て、追加されることになります。また、実際の補助金額は、外部審査会の審査を経て、最終的に確定いたします。　●外部給電機能を備えている車両は地域で災害が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。　●予算が枯渇次第終了となります。

車両本体価格（消費税込）

¥5,390,000
アリア B6（66kWhバッテリー搭載車  2WD）

※特別塗装色代（88,000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）

¥6,462,500
フェアレディZ
Version ST

ドライブへ出発!!

乗ればわかる!

 電気の楽しさ!!

専用カラーステッチを採用したインテリアに、
専用カラー 本革・スエード調ファブリック
コンビシートを採用。

（3000cc 2WD 6MT）（3000cc 2WD 6MT）
※特別塗装色代（88,000円）、オプション代は含まれておりません。

（62kWhバッテリー搭載車）

40kWh車は最大73.6万円

※令和3年度補正予算　経産省補助金

※令和3年度補正予算　経産省補助金

日産リーフ 補助金最大 80万円

車両本体価格（消費税込）

¥4,805,900

リーフ e+G
（60kWhバッテリー搭載車  2WD）

※特別塗装色代（55,000円）、オプション代は含まれておりません。

Photo:Version ST
カラー：イカズチイエロー／
スーパーブラック2トーン(特別塗装色)

Photo:Version ST
カラー：イカズチイエロー／
スーパーブラック2トーン(特別塗装色)

Photo:e+G
カラー：バーガンディー／
スーパーブラック2トーン
（特別塗装色）

Photo:e+G
カラー：バーガンディー／
スーパーブラック2トーン
（特別塗装色）

Go! Go! Drive!
Photo:S
カラー：ダークメタルグレー
Photo:S
カラー：ダークメタルグレー

車両本体価格（消費税込）車両本体価格（消費税込）

¥2,029,500ノート Sノート S
（HR12DE/EM47 2WD）（HR12DE/EM47 2WD）

ファイブスター賞 受賞
2021年度 受賞

ファイブスター賞 受賞
2021年度 受賞

車両本体価格
（消費税込）
車両本体価格
（消費税込） ¥2,610,300
オーラ G（HR12DE/EM47 2WD）

Photo:G
ボディカラー：ミッドナイトブラック（特別塗装色）
Photo:G
ボディカラー：ミッドナイトブラック（特別塗装色）

※特別塗装色代（38,500円）は含まれておりません。

2022年7月発売予定

今夏発売予定

長崎営業所
〒850-0045
長崎市宝町1-26

☎095-824-2323
長崎営業所

ザ
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グ
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ー
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ル

ビ
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ー
長
崎

本質を追求したデザイン。 新次元の電気の走り。
全方位の安心を見守る多彩な先進装備。
リッチなサウンド体験を叶えるプレミアムオーディオ。
乗る人が求める真の上質だけをつめこんだコンパクトカー。

本質を追求したデザイン。 新次元の電気の走り。
全方位の安心を見守る多彩な先進装備。
リッチなサウンド体験を叶えるプレミアムオーディオ。
乗る人が求める真の上質だけをつめこんだコンパクトカー。


