
7月 9日 (土 )10日 (日 ) は、7月 9日 (土 )10日 (日 ) は、
月に一度の お客様感謝デー

７月の

お買得価格
７月の

お買得価格

318,100円 [税込 ]お買い得

399.0万円 [税込 ]399.0万円 [税込 ]399.5万円 [税込 ]399.5万円 [税込 ] 消費税抜価格 363.1819 万円消費税抜価格 363.1819 万円

各お店   『心を込めた おもてなし 」で、ご来店を お待ちしております。各お店   『心を込めた おもてなし 」で、ご来店を お待ちしております。

※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。

乗っておどろき！乗っておどろき！

試乗体感試乗体感 ご試乗・アンケートご回答でプレゼント！ご試乗・アンケートご回答でプレゼント！

三菱自動車オリジナル三菱自動車オリジナル
「ハンモック型バック」「ハンモック型バック」

※JASPER 特徴装備
　・専用シート生地スエード調人工皮革・インパネ &ドアトリムステッチ ( ブラウンステッチ )・専用デカール
　　（サイド &テールゲート）・フロントグリル &ポジションランプガーニッシュ ( アイガーグレーメタリック塗装）

※JASPER 特徴装備
　・専用シート生地スエード調人工皮革・インパネ &ドアトリムステッチ ( ブラウンステッチ )・専用デカール
　　（サイド &テールゲート）・フロントグリル &ポジションランプガーニッシュ ( アイガーグレーメタリック塗装）

※特別装備：■有料色ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ/ｸﾞﾗﾌｧｲﾄｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ（77,000 円 [ 税込 ]）
                         ■e-Assist(49,500 円 [ 税込 ]■ﾅﾋﾞ取付ﾊﾟｯｹｰｼﾞⅡ+後席用ﾓﾆﾀｰ 取付ﾊﾟｯｹｰｼﾞ85,800 円 [ 税込 ]）
※特別装備：■有料色ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ/ｸﾞﾗﾌｧｲﾄｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ（77,000 円 [ 税込 ]）
                         ■e-Assist(49,500 円 [ 税込 ]■ﾅﾋﾞ取付ﾊﾟｯｹｰｼﾞⅡ+後席用ﾓﾆﾀｰ 取付ﾊﾟｯｹｰｼﾞ85,800 円 [ 税込 ]）

PHOTO
ホワイトダイヤモンド /グラファイトグレーメタリック（有料色）
PHOTO
ホワイトダイヤモンド /グラファイトグレーメタリック（有料色）

誕生！ekクロスEV誕生！ek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　ボディーカラー：ミストブルーパープル（有料色 :33,000 円 [ 税込 ] 高）
写真はイメージです。
PHOTO：P　ボディーカラー：ミストブルーパープル（有料色 :33,000 円 [ 税込 ] 高）
写真はイメージです。

ジャスパー 2.2L コモンレール式DI-D クリーンディーゼルエンジン
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：ホワイトダイヤモンド /グラファイトグレーメタリック（有料色）

ジャスパー 2.2L コモンレール式DI-D クリーンディーゼルエンジン
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：ホワイトダイヤモンド /グラファイトグレーメタリック（有料色）

合計価格　　　　４､３１３､１００円 ［税込］合計価格　　　　４､３１３､１００円 ［税込］

車両本体価格　４､１００､８００円 ［税込］車両本体価格　４､１００､８００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］



21 型　ek クロス　T　DOHC 12Ｖ CVT  4WD
外色：レッドメタリック
21 型　ek クロス　T　DOHC 12Ｖ CVT  4WD
外色：レッドメタリック

G　1.2L　MIVEC DOHC  12 バルブ
INVECS-Ⅲ CVT オートストップ &ゴー  e-Assist
外色：ホワイトダイヤモンド（有料色）

G　1.2L　MIVEC DOHC  12 バルブ
INVECS-Ⅲ CVT オートストップ &ゴー  e-Assist
外色：ホワイトダイヤモンド（有料色）

156.32万円 [税込 ]156.32万円 [税込 ]156.32万円 [税込 ]156.32万円 [税込 ] 消費税抜価格 142.1091 万円消費税抜価格 142.1091 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

７月の

お買得価格
７月の

お買得価格

７月の

お買得価格
７月の

お買得価格

佐久店展示車　限定 1台佐久店展示車　限定 1台

※特別装備：有料色ホワイトダイヤモンド（55,000 円 [ 税込 ]）
　　　　　　寒冷地仕様（38,500 円 [ 税込 ]）
※特別装備：有料色ホワイトダイヤモンド（55,000 円 [ 税込 ]）
　　　　　　寒冷地仕様（38,500 円 [ 税込 ]）

167.0万円 [税込 ]167.0万円 [税込 ]167.0万円 [税込 ]167.0万円 [税込 ]

合計価格　　　　１､６６３､２００円 ［税込］合計価格　　　　１､６６３､２００円 ［税込］

車両本体価格　１､５６９､７００円 ［税込］車両本体価格　１､５６９､７００円 ［税込］
特別装備価格      　９３､５００円 ［税込］特別装備価格      　９３､５００円 ［税込］

車両本体価格　１､８２０､５００円 ［税込］車両本体価格　１､８２０､５００円 ［税込］

Photo : G 4WD ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ（有料色）Photo : G 4WD ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ（有料色） 100,000円 [税込 ]お買い得

【 エアコン スメルカット 10% OFF 廉価施工（7/9・10  ２日間のみ）【 エアコン スメルカット 10% OFF 廉価施工（7/9・10  ２日間のみ）
いよいよ“夏 本番”。エアコンがフル稼働です。そんな時にお勧めが“エアコンのお掃除”です。

エアコン内部を消臭・抗菌・防カビ施工を 10％OFF で施工します。

いよいよ“夏 本番”。エアコンがフル稼働です。そんな時にお勧めが“エアコンのお掃除”です。

エアコン内部を消臭・抗菌・防カビ施工を 10％OFF で施工します。

さらに、エアコンスメルカット施工と同時に、エアコンフィルターを「プレミアムエアコン

フィルター」に交換の場合、10％OFF にてご提供します。是非この機会にご利用ください。

さらに、エアコンスメルカット施工と同時に、エアコンフィルターを「プレミアムエアコン

フィルター」に交換の場合、10％OFF にてご提供します。是非この機会にご利用ください。

■プレミアムエアコンフィルター　デリカＤ:５の場合（CV1W系）
　　通常価格 6,160 円 [税込 ]のところ　　　　  　 [ 税込 ] 10％OFF
■プレミアムエアコンフィルター　デリカＤ:５の場合（CV1W系）
　　通常価格 6,160 円 [税込 ]のところ　　　　  　 [ 税込 ] 10％OFF５,544円５,544円

■登録車・軽自動車全車  通常価格 4,235 円　　　　のところ　　　 　 ■登録車・軽自動車全車  通常価格 4,235 円　　　　のところ　　　 　 税込
工賃込 
税込
工賃込 

税込
工賃込 
税込
工賃込 3,812円3,812円

※車種によりプレミアムエアコンフィルターの価格が違います。また施工方法等詳しくは、スタッフへお尋ねください。※車種によりプレミアムエアコンフィルターの価格が違います。また施工方法等詳しくは、スタッフへお尋ねください。

※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。

中御所店展示車　限定 1台中御所店展示車　限定 1台

150,500円 [税込 ]お買い得

消費税抜価格 151.8182 万円消費税抜価格 151.8182 万円

ク ロ スク ロ ス

Photo : 21 型　T　4WD　 
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : レッドメタリック
Photo : 21 型　T　4WD　 
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰ : レッドメタリック


