
9 月 11 日（土）12 日（日）は、9 月 11 日（土）12 日（日）は、
月に一度の お客様感謝デー月に一度の お客様感謝デー

22 型 RVR 
G  4WD  
1.8L  MIVEC  DOHC  16 バルブ・INVECS-Ⅲ　
外色：ブラックマイカ

22 型 RVR 
G  4WD  
1.8L  MIVEC  DOHC  16 バルブ・INVECS-Ⅲ　
外色：ブラックマイカ

車両本体価格
　　　　２､６１０､３００円 ［消費税込］

ek ワゴン Joy Field 好評発売中！

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］

特別仕様車

157,970円 [税込 ]お買い得

220,000円 [税込 ]お買い得

Joy Field 販売価格Joy Field 販売価格 消費税抜価格 108.9091 万円消費税抜価格 108.9091 万円

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。

各お店 オリジナル な  おもてなし で、
　　　　ご来店を お待ちしております。
各お店 オリジナル な  おもてなし で、
　　　　ご来店を お待ちしております。

限定１台限定１台

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。

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

119.8万円 [税込 ]119.8万円 [税込 ]119.8万円 [税込 ]119.8万円 [税込 ]
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

Photo : G　4WD
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ

Photo : G　4WD
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶ

Joy Field

決算

特別価格
決算

特別価格 239. 03万円 [税込 ]239. 03万円 [税込 ]239. 03万円 [税込 ]239. 03万円 [税込 ] 消費税抜価格 217.3 万円消費税抜価格 217.3 万円

※ハローキティーマスクケースは、数に限りがございます。
在庫数が終了次第、プレゼントは終了させていただきます。



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］

有料色価格　　 ５５､０００円 ［消費税込］

合計価格 1､６６８､７００円 ［消費税込］

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

ディ－ゼル車

消費税
工賃込
消費税
工賃込

￥1,400
￥1,200

2 日間は､“自動車用燃料添加剤” を特価で販売いたします。

ぜひこの機会にご利用ください。

2 日間は､“自動車用燃料添加剤” を特価で販売いたします。

ぜひこの機会にご利用ください。

通常
価格￥1,430

￥1,650 消費税
工賃込
消費税
工賃込

※1セタン価とは :  軽油のディーゼルエンジン内での自己着火のしやすさ、ディーゼルノックの起こりにくさ
　　（耐ノック性・アンチノック性）を示す数値です。軽油の着火性を表します。
※1セタン価とは :  軽油のディーゼルエンジン内での自己着火のしやすさ、ディーゼルノックの起こりにくさ
　　（耐ノック性・アンチノック性）を示す数値です。軽油の着火性を表します。

Before After

特別
価格

特別
価格

※写真はディーゼル車用

※ディーゼル車イメージ

【 自動車用 燃料添加剤（９月１１・１２日 ２日間のみ） 】【 自動車用 燃料添加剤（９月１１・１２日 ２日間のみ） 】

ガソリン車

●優れたインジェクター洗浄性能　●軽油の潤滑性を向上　●セタン価が※１約３ポイント向上　●愛車に安心な1本●優れたインジェクター洗浄性能　●軽油の潤滑性を向上　●セタン価が※１約３ポイント向上　●愛車に安心な1本

通常
価格


