
e-POWER プロパイロット 踏み間違い衝突防止エマブレ

サポカー補助金

10万円！最
大

車両本体価格

※上記価格には特別塗装色代は含まれておりません。

 2,759,900�
（消費税抜き価格2,509,000円）

キックス X 
（EM57/HR12DE 2WD）

Photo：セレナe-POWER ハイウェイスターV。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）
/ダイヤモンドブラック（P） 2トーン(77,000円)。

Photo：キックス X 。ボディ
カラーはプレミアムホライ
ズンオレンジ（PM）/ピュア
ブラック（PM） 2トーン〈特
別塗装色：82,500円〉。

e-POWER プロパイロット 踏み間違い衝突防止エマブレ

サポカー補助金

10万円！最
大

車両本体価格

※上記価格には特別塗装色代は含まれておりません。

3,582,700�
（消費税抜き価格 3,257,000円）

セレナ e-POWERハイウェイスター V
 （EM47/HR12DE 2WD）

10万円！
ナビレコ+ で

【お支払い例】：セレナe-POWER ハイウェイスターV 実質年率4.9％、5年（60回）払い、
1,000km/月コース●頭金（消費税相当額を含みます）382,700円●所要資金3,200,000円●分
割支払額（初回/6月）28,113円　（月々のお支払い額）22,700円×48回（ボーナス月お支払い額《
7月/12月》）100,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合0円 《〈3
〉クルマをお客様が買取》の場合1,683,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 2,500,413円、〈3〉の場
合 4,183,413円

【お支払い例】：キックス X 実質年率4.9％、5年（60回）払い、1,000km/月コース●頭金（消費税
相当額を含みます）359,900円●所要資金2,400,000円●分割支払額（初回/6月）21,365円　（
月々のお支払い額）15,200円×48回（ボーナス月お支払い額《7月/12月》）100,000円×10回（最
終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合0円 《〈3〉クルマをお客様が買取》の場合
1,076,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 2,110,865円、〈3〉の場合 3,186,865円

Photo ： LEAF e+ X。
ボディカラーはガーネットレッド（CP）/
スーパーブラック 2トーン(82,500円)。

電気自動車 プロパイロット 踏み間違い衝突防止エマブレ

サポカー補助金

10万円！最
大

車両本体価格

※上記価格には特別塗装色代は含まれておりません。

4,417,600�
（消費税抜き価格 4,016,000円）

リーフ e+ X
（62kWhバッテリー搭載車）

10万円！
ナビレコ+ で

【お支払い例】：日産リーフ X Vセレクション 実質年率 4.9％、5年（60回）払い、1,000km/
月コース●頭金（消費税相当額を含みます）1,417,600円●所要資金 3,000,000円●分割支払
額（初回 /6月）19,076円　（月々のお支払い額）18,200円×48回（ボーナス月お支払い額
《7月 /12月》）130,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場
合 0円 《〈3〉クルマをお客様が買取》の場合 1,104,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 
3,610,276円、〈3〉の場合 4,714,276円

ご利用で
月1々8,200円

～2.9％特　別
低金利

※メーカーオプション

ご来店の際はこのハガキをご持参ください。

※各車種、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までお問い合わせください。

※プレゼントはお1組様1セット限りとさせていただきます。※プレゼントは多数ご用意しましたが、万一品切れの際はご容赦ください。※写真はイメージです。

なら、今がお買いドキ!!

日変わりご来場プレゼント!!

サポカー補助金

10万円！最
大

10万円！
ナビレコ+ で

【お支払い例】：ノート X 実質年率 4.9％、5年（60回）払い、1,000km/月コース●頭金（消費税相当額を含みます）286,800円
●所要資金 1,900,000円●分割支払額（初回 /6月）20,098円　（月々のお支払い額）14,200円×48回（ボーナス月お支払い額
《7月 /12月》）80,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合 0円 《〈3〉クルマをお客様が買取》
の場合 721,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 1,788,498円、〈3〉の場合 2,509,498円

2万台
突破!!

おかげさまで
新型ノートは

発売約1ヶ月で、早くも

ご利用で 月1々4,200円
～

ご利用で 月
々22,700円

～ ご利用で 月1々5,200円
～

新型ノート大好評!!

Photo：ノートX。ボディカラーは
ビビッドブルー（M）/スーパーブラック 2トーン
〈特別塗装色：55,000円〉。オプション装着車。

※上記価格には特別塗装色代、オプション代は含まれておりません。

ノート X  （EM47/HR12DE 2WD）

2,186,800�車両本体価格
（消費税抜き価格 1,988,000円）

e-POWER プロパイロット 踏み間違い衝突防止エマブレ

納期の早い即納車もございます

※1「購入後一年間金利負担実質 0」キャッシュバック額換算：金額は概算となります。正式なキャッシュバック額は入金前にお客様へ郵送にてご案内いたします。

50突破
万台
国内累計販売台数

※2021年3月末時点 日産調べ。

※
新型ノートXなら

キャッシュ
バック!!93,720円

※1

セレナ e-POWERハイウェイスター Vなら
キャッシュ
バック!!156,830円

※1

リーフ e+ Xなら
キャッシュ
バック!!83,140円

※1

キックスX なら

20 割引!!万
円

通常3万円割引のところ

キャッシュ
バック!!116,590円

※1

5/ 3
（月・祝）

正田醤油

正田のしょうゆ
特級 1ℓ

5/ 4
（火・祝）

日清オイリオ ヘルシー
ベジオイル350g

5/ 5
（水・祝）

5/ 7
（金）

10～
（月）

LION 
トップ 

クリアリキッド
抗菌450g

新EV補助金を活用して
リーフ購入のチャンス!

詳しくは
裏面へ注目!

日産オリジナル

カキノタネ

キックス ナビレコお買い得パック+ETC2.0+
セット内容
●日産オリジナルナビゲーション
●ドライブレコーダー
●ETC2.0ユニット

0120-05-4823フリー
コール

［差出人］
〒461-0004 名古屋市東区葵3-14-12

AD：DAISEN Co.,Ltdは日産プリンス静岡販売株式会社のゆうメールの発送業務を代行させていただいております。

AD：DAISEN Co.,Ltd ［還付先］
〒422-8001 静岡市駿河区中吉田14-29
AD：DAISEN Co.,Ltd 郵便代行事務局（日産プリンス静岡販売株式会社受付センター内）

日産プリンス静岡 検 索

ホームページでも
お得な情報展開中

くわしくは
こちらから



満65歳以上にサポカー補助金
注目! ! 注目! !

日産なら先進安全装備がバッチリ付いてます!!

衝突被害軽減ブレーキ 踏み間違い衝突防止
ペダルの踏み間違いによる
事故防止をアシスト。

 インテリジェント LI／LDW
走行車線からのはみ出しを警告し、

抑制します。※マーチはLDWのみ

ハイビームアシスト
ハイビームとロービームを
自動で切り替えます。

（インテリジェント エマージェンシーブレーキ）
走行中に前方車両や人を検知。

衝突回避をアシスト。

【お支払い例】：マーチ X Vセレクション 実質年率4.9％、5年（60回）払い、1,000km/月コース●頭金（消費税相当額を含
みます）185,000円●所要資金1,300,000円●分割支払額（初回/6月）18,778円　（月々のお支払い額）13,500円×48回
（ボーナス月お支払い額《7月/12月》）60,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合0円 《〈3
〉クルマをお客様が買取》の場合222,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 1,451,778円、〈3〉の場合 1,673,778円

車両本体価格

※上記価格には特別塗装色代は含まれておりません。

1,485,000�
（消費税抜き価格 1,350,000円）

マーチ X Vセレクション
 （1200 2WD エクストロニックCVT）

10万円！
ナビレコ+ で

サポカー補助金

10万円！最
大

Photo：ルークスX「日産プ
リンス静岡 お買得車」 。ボ
ディカラーはホワイトパール
(3P)／セレニティゴールド
(PM) 2トーン〈＃XEN〉(特
別塗装色：71,500円)。

ご利用で 月1々3,500円
～

リーズナブルな
グレードでも安心の

サポカーS !＊1 

リーズナブルな
マーチも

おすすめです!!

の ならお買得な特別仕様車!!日産の軽
安全・安心

エマブレ
踏み間違い衝突防止

Photo：デイズX「日産プリンス静岡 オーディオ付
お買得車」 ボディカラーはブロッサムピンク (TM) 
〈＃NBS〉。

 

サポカー補助金

7万円！最
大 10万円！

ナビレコ+ で

踏み間違い衝突防止エマブレ
踏み間違い衝突防止エマブレ

※特別値引にはナビレコ値引を含んでいます。 ※上記価格には特別塗装色代は含まれておりません。※特別値引にはナビレコ値引を含んでいます。

［メーカーオプション］●日産オリジナルナビ取付パッケージ●インテリジェント アラウンドビューモニター ［メーカーオプション］●快適パックA 

Photo ： マーチ X Vセレクション。ボディカラ
ーはプレミアムホライズンオレンジ（PM）
〈特別塗装色：49,500円〉。

デイズ・
ルークスは

キャッシュ
バック!!60,500円

※1

特別価格

129万円
.8
（消費税抜き価格1,180,000円）

【お支払い例】：デイズX「日産プリンス静岡 オーディオ付お買得車」  実質年率4.9％、5年（60回）払い、
1,000km/月コース●頭金（消費税相当額を含みます）98,000円●所要資金1,200,000円●分割支払
額（初回/6月）14,431円　（月々のお支払い額）8,000円×48回（ボーナス月お支払い額《7月/12月》）
55,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合0円 《〈3〉クルマをお客様が
買取》の場合455,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 1,046,431円、〈3〉の場合 1,501,431円

ご利用で 月
々8,000円

～

29,828円

1,410,328円

112,328円

CD一体AM/FM
電子チューナーラジオ

車両本体価格  1,380,500円車両本体価格  1,380,500円デイズX デイズX 
(660 2WD エクストロニックCVT)ベース車

特別装備

合計価格

特別値引

キャッシュ
バック!!69,010円

※1

特別価格

151万円
.8

（消費税抜き価格1,380,000円）

【お支払い例】：デイズX「日産プリンス静岡 ナビ+ドラレコ付お買得車」  実質年率4.9％、5年（60回）払い、
1,000km/月コース●頭金（消費税相当額を含みます）118,000円●所要資金1,400,000円●分割支払
額（初回/6月）18,540円　（月々のお支払い額）11,200円×48回（ボーナス月お支払い額《7月/12月》）
60,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合0円 《〈3〉クルマをお客様が
買取》の場合475,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 1,274,140円、〈3〉の場合 1,749,140円

ご利用で 月1々1,200円
～

232,023円

 1,673,023円

155,023円

日産純正ナビMM320D-L
日産純正ドライブレコーダー(フロント）

(660 2WD エクストロニックCVT) 車両本体価格  1,441,000円車両本体価格  1,441,000円デイズX デイズX ベース車

特別装備

合計価格

特別値引

キャッシュ
バック!!74,980円

※1

166万円
.8

（消費税抜き価格1,516,364円）

【お支払い例】：ルークスX「日産プリンス静岡 ナビ+ドラレコ付お買得車」   実質年率4.9％、5年（60回）払
い、1,000km/月コース●頭金（消費税相当額を含みます）168,000円●所要資金1,500,000円●分割支
払額（初回/6月）20,984円　（月々のお支払い額）11,200円×48回（ボーナス月お支払い額《7月/12月》）
60,000円×10回（最終回）《〈1〉新車に買いかえ、〈2〉クルマを返却》の場合0円 《〈3〉クルマをお客様が買
取》の場合600,000円●支払総額〈1〉〈2〉の場合 1,326,584円、〈3〉の場合 1,926,584円

ご利用で 月1々1,200円
～

234,014円

1,813,614円

145,614円

日産純正ナビMM320D-L
日産純正ドライブレコーダー(フロント）

車両本体価格  1,579,600円車両本体価格  1,579,600円ルークスXルークスX
(660 2WD エクストロニックCVT)ベース車

特別装備

合計価格

特別値引

特別
価格

特別
価格

特別
価格

ルークスX 安心のナビ
+ドラレコ付なら選べる2つの特選車デイズX 

CDチューナー付き
なら

デイズX 
安心のナビ+
ドラレコ付なら

5月のおすすめサービス 完全予約制となります。 日産車以外でも大歓迎!!
※5月末までにご予約の上、ご来店いただき入庫の方に限ります。

新型コロナウイルス
感染症拡大に伴い

500円特別
価格なんとワンコイン!! 500円特別

価格

なんとワンコイン!!

はっ水コート洗車
（3ヶ月）

気軽にできる撥水コート！
雨の日の運転が楽しくなる！ クイック撥水（フロントウインドウ）

雨の日の対策に!!

※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。！10万
円最

大
7万円最大軽なら

※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。

e+（62kWh車）の場合

新EV補助金を活用して
リーフ購入のチャンス!

補助金 最高受給可能金額

最
大 万円159.9 動画でわかる

新EV
補助金

のコストメリット!!

リーフ
ご成約で 最

大 万円70 ●ナビレコ+テーガク5ご利用で ............................................ 10万円
●特別下取り買い増しで..................................................最大40万円
●EV車専用普通充電コンセント工事費補助 ......最大10万円
●サポカー補助金...................................................................最大10万円

日産 定番の買い方！残価設定型クレジット。
詳しくは、WEBでご確認ください！ http://www.nissan.co.jp/CREDIT/BVC/

●残価設定型クレジット対象車種の新車をご成約の方で、㈱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。●価格には付属品、保険料、税金（除く消費税）、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金、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。※表示している価格には消
費税が含まれております。●お支払い回数は3年（36回払い）、4年（48回払い）、5年（60回払い）より、また契約走行距離は、1,000km/月、1,500km/月よりそれぞれお選びいただけます（最終回の残価額はお支払い回数や契約走行距離により異なります）。●「日産リーフ」のお支払い回数は4年（48回払い）、5年
（60回払い）、6年（72回払い）より、お選びいただけます。また契約走行距離は6年（72回払い）の場合、1,000ｋｍ/月のみとなります。●車両返却の際、走行距離等が別途定める基準を超える場合は、査定価格との差額をご負担いただきます。●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。●ご契約いただくクレジット契約が割賦販売契約の場合、「分割支払額」は割賦販売法上の「分割払金」を、「支払総額」は「割賦販売価格」を表します。●詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

＊1  ※ノート・キックス・セレナ・エクストレイル・リーフ・ルークス・デイズは全車「サポカーS ワイド」に該当します。※ノート・キックス・セレナ・エクストレイル・リーフ・ルークス・デイズは衝突被害軽減ブレーキの性能認定車です。※マーチは一部サポカーS ワイド及び衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度に該当しないグレードがあります。※＜衝突被害軽減ブレーキについて＞詳しくは、日産自動車ホームページ
（https://www.nissan.co.jp/CARLINEUP/SUPPORTCAR/）、または、カーライフアドバイザーまでお問い合わせください。※価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金、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。※表示している価格には消費税が含まれております。〈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、安全運転を心がけてください。詳しくは日産ホームページまたはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。※＜衝突被害軽減ブレーキについて＞詳しくは、日産自動車ホームページ（https://www.nissan.co.jp/CARLINEUP/SUPPORTCAR/）、または、カーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

社員一同右記の対応を実施しております。 ①ショールームの定期的な換気
②テーブル・椅子間の十分な間隔確保
①ショールームの定期的な換気
②テーブル・椅子間の十分な間隔確保

③テーブル・椅子の消毒
④ショールーム入口に消毒液を常設
③テーブル・椅子の消毒
④ショールーム入口に消毒液を常設

⑤接客時の従業員マスク着用
⑥試乗車の消毒
⑤接客時の従業員マスク着用
⑥試乗車の消毒

⑦飛散防止パーティションを設置
⑧従業員の定期的な検温の実施
⑦飛散防止パーティションを設置
⑧従業員の定期的な検温の実施お客様の安心・安全を守るために!

 

車室内除菌 車両用クレベリン車室内除菌 車両用クレベリン

二酸化塩素ガスによるウイルス除去効果&除菌効果

未処理

100

50

0
車両用クレベリン施工後

99%
除去

15分後

通常価格（施工費・消費税込）

（
施
工
費・消
費
税
込
）

（
施
工
費・消
費
税
込
）

2,750円のところ
軽自動車、コンパクトカー 2,400円

4,400円のところ
上記以外 3,800円

車室内やシートに付着したウイルスや菌を除去！！

約3ヶ月ごと
施工間隔の目安

洗えない室内を丸ごと除菌&リフレッシュ！
1回の施工でウイルスや菌を強力除去！Cl

o o

5月平日限定! !5月3日（月・祝）～10日（月）限定! !

施
工
前

施
工
後

！

対象が『2022年3月31日までに
満65歳となる方』まで拡大されました

さらに

3,300円のところ
通常価格（施工費・消費税込） 1,100円のところ

通常価格（施工費・消費税込）


