
“決算大商談会”“決算大商談会”

ek クロススペース　Ｔ　4WD　DOHC　12VALVE
インタークーラー付ターボチャージャー　CVT　　
外色：ワイトパール [ 有料色 ]

ek クロススペース　Ｔ　4WD　DOHC　12VALVE
インタークーラー付ターボチャージャー　CVT　　
外色：ワイトパール [ 有料色 ]

車両本体価格１､９９１､０００円 ［消費税込］

特別装備価格 ３３､０００円 ［消費税込］

合計価格 ２､０２４､０００円 ［消費税込］

※特別装備：有料色ホワイトパール（33,000 円 [ 税込 ]）

ek ワゴン Joy Field 好評発売中！

Joy Field

ek ワゴンジョイフィールド 2WD[ ベース車：ek ワゴン　M］
0.659L  DOHC  12 バルブ CVT  [4 人乗り ]　
外色：ミントブルーメタリック

ek ワゴンジョイフィールド 2WD[ ベース車：ek ワゴン　M］
0.659L  DOHC  12 バルブ CVT  [4 人乗り ]　
外色：ミントブルーメタリック

車両本体価格 1､３２５､５００円 ［消費税込］

特別装備価格 ３０､４７０円 ［消費税込］

合計価格 １､３５５､９７０円 ［消費税込］

特別限定車

157,970円 [税込 ]お買
い得

Joy Field 特別装備Joy Field 特別装備
セーフティーイルミネーションセーフティーイルミネーション
運転席側ドアを明けると LED イルミが点灯。
後続の車やバイクに注意を喚起をします。
運転席側フロントドア / リヤドアの 2 点セット。

Photo : ekﾜｺﾞﾝ　ｼﾞｮｲﾌｨｰﾙﾄﾞ2WD
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰﾒﾀﾘｯｸ

Photo : ekﾜｺﾞﾝ　ｼﾞｮｲﾌｨｰﾙﾄﾞ2WD
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰﾒﾀﾘｯｸ

長野三菱自動車販売株式会社長野三菱自動車販売株式会社
スタッフ一同、心よりご来店お待ちしております。スタッフ一同、心よりご来店お待ちしております。

40千円[税込 ]プレゼント40千円 [税込 ]プレゼント
ディーラー
オプション
プレゼント
対象車

中御所店
ショールーム展示車
中御所店
ショールーム展示車

Photo : Ｔ　　4WD ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ

 　　　　　有料色 (33,0000 円 [ 税込 ]) 高

Photo : Ｔ　　4WD ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ

 　　　　　有料色 (33,0000 円 [ 税込 ]) 高

ディーラー
オプション
プレゼント
対象車

ﾎﾜｲﾄｿﾘｯﾄﾞ在庫 1 台ﾎﾜｲﾄｿﾘｯﾄﾞ在庫 1 台

ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ在庫 1 台ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ在庫 1 台

消費税抜価格 167.6364 万円消費税抜価格 167.6364 万円

119.8万円 [税込 ]119.8万円 [税込 ]119.8万円 [税込 ]119.8万円 [税込 ]
※万が一、売り切れの際はご容赦ください。保険料、税金（除く消費税）、登録などに伴う諸費用は別途申し受けます。
リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは、営業スタッフにお尋ねください。

消費税抜価格 108.9091 万円
消費税抜価格 108.9091 万円

184. 4万円 [税込 ]184. 4万円 [税込 ]184. 4万円 [税込 ]184. 4万円 [税込 ]

Joy Field 販売価格Joy Field 販売価格

開催開催
8/17  ～ 9/308/17  ～ 9/30 木木火火

掲載車は在
庫の一例で

す。

多数ご用意
しています

ので

お気軽にス
タッフまで

お声掛け下
さい。

長野三菱自動車の“決算”特別企画
在庫車限定ディーラーオプション

決算

特別価格
決算

特別価格

店頭でご商談頂いたお客様のみのプレゼントです。ご家族皆様でご来店ください。店頭でご商談頂いたお客様のみのプレゼントです。ご家族皆様でご来店ください。

店頭ご商談プレゼント！
かわいい “キャラクター
　　保冷温ボトルホルダー” 又は
“ハローキティーマスクケース” プレゼント

かわいい “キャラクター
　　保冷温ボトルホルダー” 又は
“ハローキティーマスクケース” プレゼント

180,000円 [税込 ]お買い得

QUOカード

長野三菱自動車販売株式会社

さらに、9月にご注文で9月末までに
登録（届出）されるお客様には、
ご成約時にクオカード3,000円プレゼント。

さらに、9月にご注文で9月末までに
登録（届出）されるお客様には、
ご成約時にクオカード3,000円プレゼント。



118,700円 [税込 ]お買い得

■1.2L MIVEC DOHC 12 バルブ 2WD[ ベース車：G］
■INVECS-Ⅲ　■オートストップ &ゴ－  [AS&G]　
■e-Assist
■外色：ホワイトダイヤモンド /ブラックマイカ（有料色）

■1.2L MIVEC DOHC 12 バルブ 2WD[ ベース車：G］
■INVECS-Ⅲ　■オートストップ &ゴ－  [AS&G]　
■e-Assist
■外色：ホワイトダイヤモンド /ブラックマイカ（有料色）

主要装備 ( ベース車G)
●LEDヘッドライト ( ハイ / ロービーム、光軸調整機能付 )●フロントフォグ
ランプ ( ハロゲン )●LED デイタイムランニングランプ [ＤＲＬ]●ターンラン
プ付ドアミラー●フロントグリル（レッドアクセント）●クルーズコント
ロール●ステアリングスイッチ（オーディオ、クルーズコントロール）

●LEDヘッドライト ( ハイ / ロービーム、光軸調整機能付 )●フロントフォグ
ランプ ( ハロゲン )●LED デイタイムランニングランプ [ＤＲＬ]●ターンラン
プ付ドアミラー●フロントグリル（レッドアクセント）●クルーズコント
ロール●ステアリングスイッチ（オーディオ、クルーズコントロール）

車両本体価格１､６１３､７００円 ［消費税込］

特別装備価格  ５５､０００円 ［消費税込］

合計価格 1､６６８､７００円 ［消費税込］

ディーラー
オプション
プレゼント
対象車

特別仕様車

Photo : BLACK EDITION 2WD　ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾎﾜｲﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ有料色 (55,000 円 [ 税込 ]) 高
Photo : BLACK EDITION 2WD　ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾎﾜｲﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ有料色 (55,000 円 [ 税込 ]) 高

東和田店ショールー
ム展示車

ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ在庫 1 台ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ在庫 1 台

決算

特別価格
決算

特別価格 155. 0万円 [税込 ]155. 0万円 [税込 ]155. 0万円 [税込 ]155. 0万円 [税込 ] 消費税抜価格 140.9091 万円消費税抜価格 140.9091 万円

【変更後　営業時間】【変更後　営業時間】
●令和３年９月７日 （火） より当面の間
【ショールーム営業時間】　
【サービス受付時間】

●令和３年９月７日 （火） より当面の間
【ショールーム営業時間】　
【サービス受付時間】 9 : 30 ～ 17 : 009 : 3 0 ～ 17 : 00

9 : 3 0 ～ 18 : 309 : 3 0 ～ 18 : 30

エクリプスクロス PHEV 
P   2.4L ガソリンエンジン　プラグインハイブリッドシステム
ツインモーター 4WD　
外色：レッドダイヤモンド [ 有料色 ]

エクリプスクロス PHEV 
P   2.4L ガソリンエンジン　プラグインハイブリッドシステム
ツインモーター 4WD　
外色：レッドダイヤモンド [ 有料色 ]

車両本体価格４､４７７､０００円 ［消費税込］

特別装備価格 ２７５､０００円 ［消費税込］

合計価格 ４､７５２､０００円 ［消費税込］

ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ在庫 1 台ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ在庫 1 台

P 4WD ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
有料色 (77,000 円 [ 税込 ]) 高

P 4WD ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
有料色 (77,000 円 [ 税込 ]) 高

東和田店
ショールーム展示車

ディーラー
オプション
プレゼント
対象車

消費税抜価格 402.0 万円消費税抜価格 402.0 万円

特別装備：有料色 77,000 円 [ 税込 ]、ﾙｰﾌﾚｰﾙ33,000[ 税込 ]
電気温水ﾋｰﾀｰ110,000[ 税込 ]、三菱ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ55,000 円 [ 税込 ]

330,000円 [税込 ]お買い得

決算

特別価格
決算

特別価格 442. 2万円 [税込 ]442. 2万円 [税込 ]442. 2万円 [税込 ]442. 2万円 [税込 ]

※特別装備：有料色 55,000 円 [ 税込 ]


