
１０月の

お買得価格
１０月の

お買得価格
消費税抜価格 393.5819 万円消費税抜価格 393.5819 万円

合計価格　　　　４､６７９､４００円 ［税込］合計価格　　　　４､６７９､４００円 ［税込］

車両本体価格　４､４６７､１００円 ［税込］車両本体価格　４､４６７､１００円 ［税込］
特別装備価格      ２１２､３００円 ［税込］特別装備価格      ２１２､３００円 ［税込］

※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。リサイクル費用が別途必要となります。詳しくは、営業スタッフへお尋ねください。

e-Assist（運転支援機能）は、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転操作の負担や衝突被害を軽減する事を目的としています。
システムには限界がるため、このシステムに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。

ekクロスEVekクロスEV
ふだんに馴染む。かしこく使える。ふだんに馴染む。かしこく使える。
電気自動車だからいつでも
パッと使えて、パッと走りだせる。
電気自動車だからいつでも
パッと使えて、パッと走りだせる。

PHOTO：P　ボディカラー：ミストブルーパール（有料色 :33,000 円 [ 税込 ] 高）
写真はイメージです。
PHOTO：P　ボディカラー：ミストブルーパール（有料色 :33,000 円 [ 税込 ] 高）
写真はイメージです。

URBAN GEAR G-Power Package 
2.2L コモンレール式DI-D クリーンディーゼルターボ
エンジンDOHC 16VALVE 電子制御 4WD 
8 速スポーツモード A/T　７人乗り ブラック内装
外色：ホワイトダイヤモンド [ 有料色 ]

URBAN GEAR G-Power Package 
2.2L コモンレール式DI-D クリーンディーゼルターボ
エンジンDOHC 16VALVE 電子制御 4WD 
8 速スポーツモード A/T　７人乗り ブラック内装
外色：ホワイトダイヤモンド [ 有料色 ]

432.94万円 [税込 ]432.94万円 [税込 ]432.94万円 [税込 ]432.94万円 [税込 ]
特別装備：有料色 77,000 円 [ 税込 ]、7人乗り [ 無料 ]、e-Assist  後側方車両
検知システム（ﾚｰﾝﾁｪﾝｼﾞｱｼｽﾄ付）+後退時車両検知警報システム 49,500 円
[ 税込 ]、オリジナルナビ取付パッケージⅡ+後席用モニター取付パッケージ
85,800 円 [ 税込 ]

特別装備：有料色 77,000 円 [ 税込 ]、7人乗り [ 無料 ]、e-Assist  後側方車両
検知システム（ﾚｰﾝﾁｪﾝｼﾞｱｼｽﾄ付）+後退時車両検知警報システム 49,500 円
[ 税込 ]、オリジナルナビ取付パッケージⅡ+後席用モニター取付パッケージ
85,800 円 [ 税込 ]

PHOTO  URBAN GEAR G-PowerPackag 7 人乗り　
ボディカラー：ホワイトダイヤモンド [ 有料色 ]・写真はイメージです。
PHOTO  URBAN GEAR G-PowerPackag 7 人乗り　
ボディカラー：ホワイトダイヤモンド [ 有料色 ]・写真はイメージです。

佐久店展示車　限定 1台佐久店展示車　限定 1台

350,000円 [税込 ]お買い得

詳しくはこちらから詳しくはこちらから

用品プレゼント用品プレゼント用品プレゼント用品プレゼント
12/3112/31
（土）まで

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
期間

15万円分［税込］15万円分［税込］
10万円分［税込］10万円分［税込］

エクリプスクロスガソリン車エクリプスクロスガソリン車
ekｸﾛｽ・ekﾜｺﾞﾝ・ekｸﾛｽｽﾍﾟｰｽ・ekｽﾍﾟｰｽekｸﾛｽ・ekﾜｺﾞﾝ・ekｸﾛｽｽﾍﾟｰｽ・ekｽﾍﾟｰｽ

■2022 年 10月 3日（月）～ 2022 年 12月 31日（土）までに、対象車種をご注文頂いた場合に限ります。■既に注文済のご契約にさかのぼって適用はすることは出来ません。■車両の登録は 2023 年 3月 31日（金）
までが条件となります。■用品プレゼントはデｨーラーオプションに限ります。■詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。

ﾃﾞｨｰﾗｰ
ｵﾌﾟｼｮﾝ
ﾃﾞｨｰﾗｰ
ｵﾌﾟｼｮﾝ



消費税抜価格 406.5455 万円消費税抜価格 406.5455 万円

本社：〒381-0038　長野市東和田865-1
TEL : 026(251)0700( 代 )　　　0120-510-700　

東和田店・クリーンカー長野 中御所店 上田店 小諸店 佐久店

長野三菱自動車販売株式会社
Quick Quick

長野三菱自動車販売株式会社

RR

営業時間変更の
お知らせ

営業時間変更の
お知らせ

１０月の

お買得価格
１０月の

お買得価格

１０月の

お買得価格
１０月の

お買得価格

※特別装備：有料色（77,000 円 [ 税込 ]）、電気温水式ﾋｰﾀ（ー110,000 円 [ 税込 ]）
　　　　　　三菱ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ（55,000 円 [ 税込 ]）
※特別装備：有料色（77,000 円 [ 税込 ]）、電気温水式ﾋｰﾀ（ー110,000 円 [ 税込 ]）
　　　　　　三菱ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ（55,000 円 [ 税込 ]）

※特別装備：ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ+ｼｰﾄﾋｰﾀｰ+ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾋｰﾀ（ー88,000 円 [ 税込 ]）
　　　　　　ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀ（ー60,500 円 [ 税込 ]）
※特別装備：ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ+ｼｰﾄﾋｰﾀｰ+ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾋｰﾀ（ー88,000 円 [ 税込 ]）
　　　　　　ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀ（ー60,500 円 [ 税込 ]）

合計価格　　　　４､７５２､０００円 ［税込］合計価格　　　　４､７５２､０００円 ［税込］

車両本体価格　４､５１０､０００円 ［税込］車両本体価格　４､５１０､０００円 ［税込］
特別装備価格      ２４２､０００円 ［税込］特別装備価格      ２４２､０００円 ［税込］

合計価格　　　　４､２５１､５００円 ［税込］合計価格　　　　４､２５１､５００円 ［税込］

車両本体価格　４､１０３､０００円 ［税込］車両本体価格　４､１０３､０００円 ［税込］
特別装備価格      　１４８､５００円 ［税込］特別装備価格      　１４８､５００円 ［税込］

G  2.2L コモンレール式DI-D クリーンディーゼルターボ
エンジンDOHC 16VALVE 電子制御 4WD 
8 速スポーツモード A/T　8人乗り ブラック内装
外色：グラファイトグレーメタリック /ブラックマイカ

G  2.2L コモンレール式DI-D クリーンディーゼルターボ
エンジンDOHC 16VALVE 電子制御 4WD 
8 速スポーツモード A/T　8人乗り ブラック内装
外色：グラファイトグレーメタリック /ブラックマイカ

消費税抜価格 357.4091 万円消費税抜価格 357.4091 万円393.15万円 [税込 ]393.15万円 [税込 ]393.15万円 [税込 ]393.15万円 [税込 ]
Photo : G　8 人乗り 
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ : グラファイトグレーメタリック / ブラックマイカ
Photo : G　8 人乗り 
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ : グラファイトグレーメタリック / ブラックマイカ

東和田店展示車　限定 1台東和田店展示車　限定 1台

320,000円 [税込 ]お買い得

447.2万円 [税込 ]447.2万円 [税込 ]447.2万円 [税込 ]447.2万円 [税込 ]
Photo : 22 型　P　4WD　　ホワイトダイヤモンド （有料色 77,000 円 [ 税込 ] 高）Photo : 22 型　P　4WD　　ホワイトダイヤモンド （有料色 77,000 円 [ 税込 ] 高）

東和田店展示車　限定 1台東和田店展示車　限定 1台

280,000円 [税込 ]お買い得

22 型　Ｐ　ＰＨＥＶモデル　2.4L　ガソリンエンジン DOHC
  16 バルブ 4気筒　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：ホワイトダイヤモンド（有料色）

22 型　Ｐ　ＰＨＥＶモデル　2.4L　ガソリンエンジン DOHC
  16 バルブ 4気筒　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：ホワイトダイヤモンド（有料色）

　9　98810/　  （土）　 （日）の2日間は

税込
工賃込
税込
工賃込

税込
工賃込
税込
工賃込￥2,721￥2,721通常

価格
通常
価格エンジンリカバリーエンジンリカバリー ￥3,024￥3,024

（一例）

e-Assist （運転支援機能） は、 ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、 運転操作の負担や衝突被害を軽減する事を目的としています。
システムには限界がるため、 このシステムに頼った運転はせず、 常に安全運転を心がけてください。

※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。 リサイクル費用が別途必要となります。 詳しくは、 営業スタッフへお尋ねください。


