
2012年1月2日～

おすすめの特選車!!おすすめの特選車!!

ロープライスロープライス 軽自動車コーナー軽自動車コーナー 海外メーカー車コーナー海外メーカー車コーナーコンパクト&セダン&SUVコーナーコンパクト&セダン&SUVコーナー ミニバン&1BOXコーナーミニバン&1BOXコーナー

72-4567TEL 0187-
大仙市神宮寺字館の西61-3

オートバンク大曲店

880-5466TEL 018-
秋田市土崎港西2丁目3-22

オートバンク土崎店
ポリマーシーラント
サービス

ポリマーシーラント
サービス

と仰っていただくだけで

大曲店限定大曲店限定

（35,000円相当）

ご契約頂いた方に

ホームページのミタホームページのミタ

アトレーワゴンアトレーワゴン

新春スペシャルプライス
下取り3万円保証 どんな車もOK! ロープライス車を除く

ご成約プレゼントも有ります

カスタムターボR 4WDカスタムターボR 4WD
H17式・車検24/6・走行5.9万km・ブラ
ック・AT・フル装備・両側スライドドア・ワン
オーナー・フルエアロ・キーレス・ABS・
SRS・ターボ・アルパインCD＆ケンウッドリ
アスピーカー・人気のブラック・オススメ！！

89
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.270

ティーダティーダ
15M15M
H20式・車検仕上・走行5.4万km・ブラッ
ク・AT・フル装備・アルミ・記録簿・キーレス
・CD・ABS・SRS・純正メモリーナビ・ワン
セグTV・DVD再生可・スタッドレスタイヤ
有ります・この装備でお値打ち特選車！！

79.8
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.259

ウィッシュウィッシュ
XX
H18式・車検仕上・走行5.7万km・
グレー・AT・フル装・備純正DVDナビ・
7人乗り・3列シート・ワンオーナー・
記録簿・キーレス・CD・ABS・SRS

89
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.687

セリカセリカ
ＳＳ-1エアロＳＳ-1エアロ
H17式・車検24.3・走行0.4万km・ホワ
イト・5MT・フル装備・アルミ・ワンオーナー・
記録簿・純正フルエアロ・キーレス・MD・
CD・ABS・SRS・HID・キセノン＆フォグ・
社外テールレンズ

148
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.563

ステップワゴンステップワゴン
デラクシー 4WDデラクシー 4WD
H13式・車検仕上・走行3.2万km・
ホワイト・CAT・フル装備・ナビ・
サンルーフ・8人乗り・3列シート・
片側スライドドア・キーレス・MD・
CD・ＡＢＳ・ＳRＳ・特選車！！

59
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.703

アルファロメオアルファロメオ
ミト 1.4Tスポーツミト 1.4Tスポーツ
H21式・車検24/5・走行3.7万km・アルファ
レッド・6MT・ディーラー車・フル装備・HDDナ
ビ・フルセグ・16インチアルミ・ワンオーナー・
キーレス・CD・ＡＢＳ・ＳRＳ・盗難防止システ
ム・HID・ETC・バックモニター・横滑り防止機
能・ターボ・シートヒーター・キセノンライト

205
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.099

BMW 525iBMW 525i
25thアニバーサリーエディション400代限定車25thアニバーサリーエディション400代限定車
H19式・車検24/4・走行7.3万km・ブルーオニキ
スメタリック・AT・ディーラー車・フル装備・HDDナビ
・革シート・18インチアルミ・ワンオーナー・記録簿・フ
ルエアロ・キーレス・MD・CD・ＡＢＳ・ＳRＳ・盗難防止
システム・HID・ETC・横滑り防止機能・シートヒータ
ー・オートクルーズコントロール・インディビジュアルカ
ラー！ブルーオニキス！・エンジンプッシュスタート！

228
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.576

万円〈税込〉万円〈税込〉
86867575

セルボ G 4WD
H18式・車検仕上・
走行1.1万km・パール・AT・
フル装備・キーレス・CD・
ABS・SRS・スマートキー・
シートヒーター

車体No.736
万円〈税込〉万円〈税込〉

ワゴンR RR-DI
H16式・車検仕上・走行5.6万
km・レッド・CAT・フル装備・ア
ルミ・フルエアロ・キーレス・MD・
CD・ABS・SRS・HID・ターボ・
シートヒーター・エンジンスター
ター・キセノンライト＆フォグ 車体No.546

万円〈税込〉万円〈税込〉
6969

パッソX HIDリミテッド
H17式・車検25/7・
走行1.0万km・ライトブルー・
AT・フル装備・記録簿・
キーレス・CD・ABS・SRS・HID・
イオンエアコンで室内快適！！

車体No.308
万円〈税込〉万円〈税込〉
4545

ファンカーゴX リヤリビングバージョン ナビスペシャル
H14式・車検仕上・
走行2.8万km・ゴールド・CAT・
フル装備・アルミ・ワンオーナー・
キーレス・CD・ABS・SRS

車体No.518
万円〈税込〉万円〈税込〉
9898

インプレッサ WRX
H14式・車検25/2・走行6.9
万km・WRブルーマイカ・5MT・
フル装備・HDDナビDVD・アル
ミ・フルエアロ・キーレス・CD・
ABS・SRS・HID・ETC・ターボ・
フルノーマルの特選インプ入庫 車体No.508

4848
ストリーム L
H14式・車検仕上・
走行7.2万km・紺・AT・
フル装備・ENKEIアルミ・
7人乗り・3列シート・
純正エアロ・キーレス・MD・CD・
ABS・SRS・ETC・HKSマフラー 車体No.144

万円〈税込〉万円〈税込〉
5757

ステップワゴン デラクシー 4WD
H12式・車検25/2・走行4.1
万km・シルバー・CAT・フル装
備・アルミ・8人乗り・3列シート・
片側スライドドア・フルフラット・
キーレス・CD・ABS・SRS・
ETC・ポップアップシート 車体No.508

万円〈税込〉万円〈税込〉
158158

アルファードG MS
H14式・車検仕上・走行2.7km・シルバ
ーM・AT・フル装備・純正DVDナビ・17
インチアルミ・7人乗り・3列シート・両側
スライドドア・フルエアロ・キーレス・MD・
CD・ABS・SRS・ＨＩＤ・ETC・バックモニ
ター・ブラインドコーナーモニター・リヤフ
リップダウンモニター・キセノンライト 車体No.802

万円〈税込〉万円〈税込〉
2929

キューブ SX
H14式・車検24/2・
走行7.0万km・ライトイエロー・
CAT・フル装備・キーレス・
MD・CD・ABS・SRS・
お手頃コンパクトカー
スタッドレスタイヤ有ります！ 車体No.293

万円〈税込〉万円〈税込〉
6363

ライフ F 4WD
H16式・車検仕上・
走行5.3万km・ホワイト・AT・
フル装備・記録簿・
13インチアルミ・キーレス・CD・
ABS・SRS

車体No.624

万円〈税込〉万円〈税込〉
7878

アイ M 4WD
H19式・車検24/3・
走行4.5万km・シルバー・AT・
フル装備・社外15インチアルミ・
禁煙車・記録簿・キーレス・
純正CD・ABS・SRS・
スマートキー・エンジンスターター 車体No.385

万円〈税込〉万円〈税込〉
4545

ムーヴ L
H15式・車検24/8・
走行4.4万km・ホワイト・
5MT・フル装備・
ワンオーナー・キーレス・SRS

車体No.385
万円〈税込〉万円〈税込〉
5353

コルト DVDナビエディション
H16式・車検仕上・
走行2.0万km・ライトブルー・
CAT・フル装備・DVDナビ・
ワンオーナー・記録簿・キーレス・
MD・CD・ABS・SRS

車体No.038
万円〈税込〉万円〈税込〉
129129

ラクティス G Sパッケージ
H19式・車検24/4・走行3.8万km・
ブラック・AT・フル装備・SDナビ・ワン
セグ・アルミ・記録簿・フルエアロ・キ
ーレス・CD・ABS・SRS・HID・ETC・
バックモニター・ドアミラーウインカー・
レザーステアリング＆シフトノブ 車体No.180

万円〈税込〉万円〈税込〉
148148

万円〈税込〉万円〈税込〉
125125

ポルテ
H20式・車検仕上・走行1.0万
km・パール・CAT・フル装備・純
正DVDナビ・ワンセグTV・ワンオ
ーナー・記録簿・キーレス・CD・
ABS・SRS・ETC・エンジンスタ
ーター・パワースライドドア 車体No.678

レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT
H16式・車検25/3・走行5.5
万km・パール・AT・フル装備・
アルミ・ワンオーナー・記録簿・
キーレス・MD・CD・ABS・SRS
・HID・ETC・ターボ・キノセンラ
イト・ウインカードアミラー 車体No.530

万円〈税込〉万円〈税込〉
138138

イプサム240i 4WD
H20式・車検24/7・走行4.7万
km・パール・AT・フル装備・エクリ
プスDVDナビ・3列シート・記録
簿・キーレス・CD・ABS・SRS・寒
冷地仕様・HID・ETC・明るいキ
セノンライト・オススメ7人乗り車 車体No.203

万円〈税込〉万円〈税込〉
215215

エルグランド Vエアロ
H17式・車検24/11・走行4.9万km・
グレー・AT・フル装備・純正DVDナビ・
フーガ用19インチアルミ・8人乗り・3
列シート・両側スライドドア・記録簿・純
正エアロ・キーレス・CD・ABS・SRS・
WAC・HID・バックモニター 車体No.943

万円〈税込〉万円〈税込〉
8989

ヴォクシー Z Gエディション
H14式・車検仕上・走行8.1万km・
シルバー・AT・フル装備・純正DVD
ナビ・社外アルミ・8人乗り・3列シー
ト・パワースライドドア・ワンオーナー
・記録簿・フルエアロ・キーレス・CD
・ABS・SRS・純正バックモニター 車体No.476

万円〈税込〉万円〈税込〉
158158

ヴォクシー Z 煌
H19式・車検仕上・走行5.8万km・グレ
ー・AT・フル装備・純正DVDナビ・アルミ
・8人乗り・3列シート・両側パワースライ
ドドア・ワンオーナー・純正エアロ・キーレ
ス・CD・ABS・SRS・HID・バックモニター
・クリアランスソナー・空気清浄機 車体No.184

万円〈税込〉万円〈税込〉
4848

モビリオスパイク 
タイプA
H17式・車検仕上・
走行9.1万km・ブラック・AT・
フル装備・ワンオーナー・
キーレス・ABS・SRS・
エンジンスターター 車体No.697

万円〈税込〉万円〈税込〉
7979

バモス ターボ 4WD
H17式・車検24/11・走行7.2万km
・ルビーレッドパール・AT・フル装備・ア
ルミ・両側スライドドア・ワンオーナー・
キーレス・MD・CD・ABS・SRS・モデ
ューロエアロ・人気のバモスターボ・純
正バンパー＆スタッドレスタイヤ有り 車体No.347

万円〈税込〉万円〈税込〉
6969

フィット 1.5A 7スピード
H17式・車検24/3・
走行0.9万km・ブルーM・AT・
フル装備・アルミ・ワンオーナー・
記録簿・キーレス・CD・ABS・
SRS・HID・パドルシフト・
キセノンライト 車体No.059

万円〈税込〉万円〈税込〉
6767

bB Z Xバージョン
H12式・車検仕上・走行6.2万
km・グレー・AT・フル装備・純正ナ
ビ・純正エアロ・キーレス・CD・
ABS・SRS・HID・ヴィエナ17イン
チアルミ・キセノンライト・社外クリ
アテール＆ドアミラーウインカー 車体No.916

万円〈税込〉万円〈税込〉
8989

ラウム ベースグレード
H19式・車検24/10・走行1.9
万km・シルバー・AT・フル装備・
純正DVDナビ・パワースライドド
ア・ワンオーナー・記録簿・純正
エアロ・キーレス・CD・ABS・
SRS・ETC・特選車 車体No.177

万円〈税込〉万円〈税込〉
135135

シエンタ X Sエディション
H20式・車検仕上・走行3.5万km・
シルバー・AT・フル装備・HDDワン
セグナビTV・14インチアルミ・7人
乗り・3列シート・両側スライドドア・
ワンオーナー・純正エアロ・キーレス
・CD・ABS・SRS・HID・バックモニ
ター・キセノンライト 車体No.734

万円〈税込〉万円〈税込〉
239239

ヴァンガード240s
H22式・車検25/2・走行2.0万km・グ
レー・AT・フル装備・HDDナビTV・16イ
ンチアルミ・7人乗り・3列シート・ワンオ
ーナー・記録簿・キーレス・CD・ABS・
SRS・WAC・HID・ETC・バックモニタ
ー・スマートキー・横滑り防止機能・オー
トクルーズコントロール・空気清浄！！ 車体No.513

万円〈税込〉万円〈税込〉
268268

オデッセイ アブソルート
H21式・車検24/2・走行3.8万km・ブラック・AT・
フル装備・HDDワンセグナビTV・革シート・
BERSAGLIO20インチアルミ・7人乗り・3列シート・
ワンオーナー・禁煙車・記録簿・フルエアロ・ローダウ
ン・キーレス・CD・ABS・SRS・HID・ETC・バックモ
ニター・スマートキー・横滑り防止機能・オートクルー
ズコントロール・HKS車高調・クスコアッパーアーム
付アライメント調整済み！！・純正サス＆ショック有り！！ 車体No.648

万円〈税込〉万円〈税込〉
248248

デリカ D：5 Gパワーパッケージ
H20式・車検25/4・走行3.5万km・パー
ルⅡ・AT・フル装備・メモリーナビ地デジTV
・16インチアルミ・8人乗り・3列シート・両側
パワースライドドア・ワンオーナー・記録簿・
キーレス・CD・ABS・SRS・寒冷地仕様・
HID・ETC・バックモニター・スマートキー・オ
ートクルーズコントロール・パワーバックドア 車体No.124

万円〈税込〉万円〈税込〉
3232

ストリーム isエアロ
H13式・車検24/10・
走行10.2万km・ブラック・AT・
フル装備・サンルーフ・アルミ・
7人乗り・3列シート・フルエアロ・
キーレス・パイオニアCD＆MD・
ABS・SRS・HID・キセノンライト 車体No.368

万円〈税込〉万円〈税込〉
7575

モコ S FOUR
H18式・車検仕上・
走行3.0万km・シルバー・AT・
フル装備・13インチアルミ・
フルエアロ・キーレス・CD・
ABS・SRS・シートヒーター

車体No.497

万円〈税込〉万円〈税込〉
118118

バモスホビオ M 4WD
H20式・車検25/5・
走行2.6万km・シルバー・
5MT・フル装備・ワンオーナー・
記録簿・キーレス・CD・ABS・
SRS

車体No.408

万円〈税込〉万円〈税込〉
99.899.8

ミライース XF 未使用車
H23式・車検26/10・
走行5km・パール・AT・
フル装備・純正CD・キーレス・
ABS・SRS

車体No.081
万円〈税込〉万円〈税込〉
295295

148148

フォードエクスプローラースポーツトラック XLT
H20式・車検24/7・走行0.5万km・ブ
ラック・AT・ディーラー車・フル装備・
HDDナビ・地デジフルセグ・ワンオー
ナー・キーレス・CD・ABS・SRS・盗難
防止システム・ETC・バックモニター・横
滑り防止機能・オートクルーズコント
ロール・ディーラー記録簿5枚有り！ 車体No.468

万円〈税込〉万円〈税込〉

フィアット500 1.4 16Vポップ
H20式・車検仕上・走行4.2万km・
チャチャチャアズール・AT・ディー
ラー車・フル装備・サンルーフ・ワン
オーナー・キーレス・純正CD・ABS・
SRS・盗難防止システム・横滑り防
止機能・デュアロジック 車体No.894

万円〈税込〉万円〈税込〉
138138

MINI ONE
H18式・車検25/9・走行4.9万km・ペ
ッパーホワイト・CVT・ディーラー車・フル
装備・DVDナビ・15インチアルミ・記録
簿・キーレス・CD・ABS・SRS・盗難防止
システム・横滑り防止機能・人気のペッ
パーホワイト・クロームラインエクステリア 車体No.028

万円〈税込〉万円〈税込〉
159159

VWゴルフ GT TSI
H19式・車検24/3・走行4.4万km・ブ
ラックマジックパールエフェクト・AT・
ディーラー車・フル装備・純正17インチ
アルミ・キーレス・CD・ABS・SRS・盗難
防止システム・HID・ETC・横滑り防止
機能・ターボ＆スーパーチャージャー・
LEDテールレンズ・キセノンライト 車体No.967

万円〈税込〉万円〈税込〉
108108

VWニュービートル
H16式・車検仕上・走行2.3万km・リ
フレックスシルバーメタリック・AT・ディ
ーラー車・フル装備・純正インダッシュ
HDDナビ・サンルーフ・革シート・アル
ミ・ワンオーナー・キーレス・CD・ABS・
SRS・盗難防止システム・ETC・ター
ボ・シートヒーター・ウィンカーミラー 車体No.657

万円〈税込〉万円〈税込〉
213213

フィアット500 by DIESEL 150台限定車
H21式・車検24/3・走行2.9万km・
クロスオーバーブラックM・インパネ
AT・ディーラー車・フル装備・16イン
チアルミ・記録簿・キーレス・CD・
ABS・SRS・盗難防止システム・ガラ
スルーフ・専用ハーフレザーシート！・
インタースコープサウンドシステム！ 車体No.529

万円〈税込〉万円〈税込〉
325325

M・ベンツ E300 アバンギャルドS
H19式・車検24/2・走行4.6万km・カルサイトホ
ワイト・AT・ディーラー車・フル装備・DVDナビ・革
シート・AMG18インチアルミ・ワンオーナー・記録
簿・キーレス・CD・ABS・SRS・パワーシート・盗難
防止システム・HID・ETC・バックモニター・横滑り
防止機能・シートヒーター・オートクルーズコントロー
ル・キセノンライト・パークトロニック・パドルシフト 車体No.259

万円〈税込〉万円〈税込〉
118118

M・ベンツ A170 Avantgarde Limied
H17式・車検24/11・走行5.3万
km・グラシアホワイト・AT・ディー
ラー車・フル装備・純正15インチア
ルミ・記録簿・キーレス・CD・ABS・
SRS・盗難防止システム・HID・横
滑り防止機能・専用ハーフレザー
シート・ミラーウインカー 車体No.741

万円〈税込〉万円〈税込〉
4949

マーチ 14s
H16式・車検仕上・走行0.9万km・
パール・AT・フル装備・純正DVDナ
ビ・アルミ・ワンオーナー・記録簿・純
正エアロ・キーレス・MD・CD・ABS・
SRS・HID・スマートキー・キセノンラ
イト・インテリジェントキー 車体No.888

万円〈税込〉万円〈税込〉
7979

キューブ15M
H19式・車検仕上・走行2.0万
km・シルバー・AT・フル装備・純
正DVDナビ・アルミ・ワンオーナー
・記録簿・キーレス・CD・ABS・
SRS・スマートキー・内装＆外装美
車・インテリジェントキー・特選車 車体No.910

万円〈税込〉万円〈税込〉
143143

モビリオスパイク W アクティブエディション
H18式・車検仕上・走行4.4万
km・ブラック・AT・フル装備・
HDDナビ・パワースライドドア・
ワンオーナー・記録簿・キーレス
・CD・ABS・SRS・ETC・バック
モニター 車体No.093

万円〈税込〉万円〈税込〉
268268

ムラーノ 250XL FOUR
H20式・車検仕上・走行2.9万km・パ
ールM・AT・フル装備・純正HDDナビ・
18インチアルミ・ワンオーナー・禁煙車・
記録簿・キーレス・CD・ABS・SRS・HID
・ビルトインETC・サイドモニター・バック
モニター・スマートキー・横滑り防止機能
・オートクルーズコントロール 車体No.168

万円〈税込〉万円〈税込〉
218218

エスティマ 2.4アエラス Gエディション
H19式・車検24/2・走行5.5万km・
グレー・AT・フル装備・純正HDDナビ
・レグザス18インチアルミ・7人乗り・3
列シート・ウォークスルー・ワンオーナ
ー・記録簿・フルエアロ・キーレス・CD
・ABS・SRS・HID・ETC・スマートキー
・エンジンスターター・オットマンシート！ 車体No.740

万円〈税込〉万円〈税込〉
195195

エリシオン Gエアロ
H18式・車検仕上・走行4.7万km・ア
ラバスターシルバーメタリック・AT・フル
装備・HDDナビ・純正17インチアルミ・
8人乗り・3列シート・両側パワースライ
ドドア・ワンオーナー・記録簿・純正エア
ロ・キーレス・CD・ABS・SRS・WAC・
HID・ETC・バックモニター 車体No.147

万円〈税込〉万円〈税込〉
338338

ヴェルファイア 2.4Z
H20式・車検仕上・走行3.2万km・パール
・AT・フル装備・HDDフルセグナビ・16イン
チアルミ・7人乗り・3列シート・両側パワー
スライドドア・ウォークスルー・ワンオーナー・
禁煙車・記録簿・フルエアロ・キーレス・CD
・ABS・WAC・HID・ビルトインETC・バック
モニター・スマートキー・横滑り防止機能 車体No.511

万円〈税込〉万円〈税込〉

ロー
プライス

ロー
プライス

ロー
プライス

ロー
プライス

デリカD：2デリカD：2
XX
H23式・車検26/4・走行0.4万km・パール・
AT・フル装備・アルミ・パワースライドドア・ワン
オーナー・記録簿・純正フルエアロ・キーレス・
MD・CD・ABS・SRS・HID・スマートキー・シー
トヒーター・プッシュスタート・コーナーセンサー

148
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.890

エルグランドエルグランド
350ハイウェイスター350ハイウェイスター
H23式・車検26/2・走行0.5万km・ブラック・イン
パネAT・フル装備・HDDナビ・フルセグTV・アル
ミ・7人乗り・3列シート・両側パワースライドドア・ウ
ォークスルー・ワンオーナー・禁煙車・記録簿・フル
エアロ・キーレス・CD・ABS・SRS・WAC・HID・
ETC・バックモニター・スマートキー・横滑り防止
機能・オートクルーズコントロール・ツインモニター・
BOSE5.1chシアターサウンド・特選車！！

418
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.632

エスティマハイブリットエスティマハイブリット
XX
H21式・車検24/11・走行1.6万km・ライトブ
ルー・AT・フル装備・純正HDDナビ地デジフル
セグTV・17インチアルミ・7人乗り・3列シート・
両側パワースライドドア・ワンオーナー・禁煙車
・記録簿・キーレス・CD・ABS・SRS・WAC・ハ
イブリッド・寒冷地仕様・HID・ETC・バックモニ
ター・スマートキー・オートクルーズコントロール

298
万円〈税込〉万円〈税込〉
車体No.870

安心販売宣言安心販売宣言
全車AIS車両評価点付全車AIS車両評価点付

●記載金額には消費税が含まれております。
●諸経費・リサイクル料金は別途
●売り切れの際はご了承ください。

大曲オートグループ

あけましておめでとうご
ざいます。
旧年は格別のお引立てを
賜りありがたく厚く御礼
申し上げます。
本年もより一層のご愛顧
を賜りますよう何卒よろ
しくお願い致します。

代表取締役  加藤 尚喜
社員一同


