
135135
万円〈税込〉万円〈税込〉

ヴィッツ F 4WD
H27式・車検29/12・走行3.0万㎞・ブ
ラックマイカ・CVT・禁煙車・記録簿・寒冷
地仕様・WSRS・ABS・フル装備・横滑り
防止装置・盗難防止システム・メモリーナ
ビ他・ワンセグ・CD・キーレス・ETC・スマー
トキー・衝突安全ボディ☆25年レッド有り 車体No.700

129129
万円〈税込〉万円〈税込〉

フィット 15X Lパッケージ
H26式・車検29/2・走行0.6万㎞・プレミアム
ホワイトパール・CVT・記録簿・WSRS・ABS・
フル装備・オートクルーズコントロール・横滑り
防止装置・盗難防止システム・アイドリングス
トップ・CD・キーレス・HID・バックカメラ・スマー
トキー・フルフラットシート・衝突安全ボディ 車体No.891

メガ特
目玉車
コーナー

メガ特
目玉車
コーナー

H26式・車検29/2・走行1.3万㎞・ホワイト
パールクリスタルシャイン・CVT・禁煙車・記
録簿・7人乗・WSRS・パワースライドドア・
ABS・フル装備・Wエアコン・オートクルーズ
コントロール・横滑り防止装置・盗難防止シ
ステム・アイドリングストップ・HDDナビ・フル
セグ・CD・DVD再生・アルミ・キーレス・HID・
バックカメラ・ETC・エアロ・スマートキー・3列
シート・オットマン・衝突安全ボディ

車体No.102 ワンオーナー

本体価格
消費税込
リ済別 318万円

アルファードハイブリッド
X FOUR 4WD

H25式・車検30/2・走行3.1万㎞・ボル
ドーマイカメタリック・CVT・記録簿・8人
乗・WSRS・両側パワースライドドア・
ABS・フル装備・Wエアコン・盗難防止
システム・HDDナビ・フルセグ・CD・
DVD再生・16インチアルミ・キーレス・
HID・バックカメラ・ETC・エアロ・スマー
トキー・3列シート・衝突安全ボディ
☆切替式4WD☆両側パワースライド

車体No.076 ワンオーナー

本体価格
消費税込
リ済別 199.8万円

ヴォクシー
ZS 煌Ⅲ 4WD

H25式・車検30/7・走行2.1万㎞・ホワイ
トパールクリスタルシャイン・インパネ
AT・禁煙車・記録簿・8人乗・WSRS・両
側パワースライドドア・ABS・フル装備・
Wエアコン・横滑り防止装置・盗難防止
システム・メモリーナビ他・フルセグ・
CD・DVD再生・18インチアルミ・キーレ
ス・HID・バックカメラ・エアロ・スマート
キー・3列シート・衝突安全ボディ

車体No.705 ワンオーナー

本体価格
消費税込
リ済別 329.8万円

ヴェルファイア 
2.4Z 切替式4WD

H24式・車検なし・走行1.6万㎞・ブラック・
CVT・禁煙車・記録簿・7人乗り・WSRS・
両側パワースライドドア・ABS・フル装備・
Wエアコン・横滑り防止装置・盗難防止シ
ステム・メモリーナビ他・フルセグ・CD・
DVD再生・19インチアルミ・キーレス・
HID・バックカメラ・ETC・エアロ・スマート
キー・ローダウン・3列シート・オットマン・
ウォークスルー・衝突安全ボディ

車体No.129

本体価格
消費税込
リ済別 万円

ヴェルファイア 
2.4Z 切替式4WD

329.8
H24式・車検なし・走行4.2万㎞・ブリリアントシル
バーM・CVT・禁煙車・記録簿・8人乗・寒冷地仕
様・WSRS・両側パワースライドドア・ABS・フル装
備・Wエアコン・オートクルーズコントロール・横滑
り防止装置・盗難防止システム・アイドリングストッ
プ・HDDナビ・フルセグ・CD・DVD再生・17インチ
アルミ・キーレス・HID・バックカメラ・ETC・エアロ・
スマートキー・ローダウン・3列シート・ウォークス
ルー・衝突安全ボディ

車体No.026 ワンオーナー

本体価格
消費税込
リ済別 169.8万円

セレナ
ハイウェイスター Vセレクション 4WD

H26式・車検29/6・走行1.8万㎞・アルピンホ
ワイト・マニュアルモード付AT・フル装備・
HDDナビ・フルセグ・バックカメラ・障害物セン
サー・キーレス・スマートキー・ETC・HID・
WSRS・ABS・ESC・パワーシート・アルミ・記録
簿・ディーゼル・正規輸入車・アイドリングストッ
プ・DVD再生・ミュージックサーバー・ミュージッ
クプレーヤー接続可・クルーズコントロール・電
動リアゲート☆スタッドレス/純正アルミ付

車体No.407

本体価格
消費税込
リ済別 379万円

BMW X3
xDrive20d M-sport 4WD

右ハンドル

H26式・車検29/9・走行1.2万㎞・ブラックサファ
イア・マニュアルモード付AT・フル装備・CD・メモ
リーナビ他・フルセグ・バックカメラ・障害物セン
サー・キーレス・スマートキー・ETC・HID・WSRS・
ABS・ESC・本革・パワーシート・アルミ・正規輸入
車・アイドリングストップ・衝突被害軽減ブレーキ・
DVD再生・ミュージックサーバー・ミュージックプ
レーヤー接続可・シートヒーター・クルーズコント
ロール・電動リアゲート・カーテンエアバッグ

車体No.341

本体価格
消費税込
リ済別 375万円

BMW 5シリーズ
523i Touring Luxury

右ハンドル

H26式・車検29/3・走行1.4万㎞・カル
サイトホワイト・7AT・フル装備・CD・
HDDナビ・フルセグ・バックカメラ・キー
レス・ETC・HID・WSRS・ABS・ESC・ア
ルミ・正規輸入車・衝突被害軽減ブレー
キ・DVD再生・ミュージックサーバー・
ミュージックプレーヤー接続可・カーテン
エアバッグ

車体No.571

本体価格
消費税込
リ済別 215万円

M.Benz Aクラス
A180

右ハンドル

H23式・車検30/1・走行2.0万㎞・チリ
レッド・マニュアルモード付6AT・フル装
備・CD・メモリーナビ他・ワンセグ・キーレ
ス・ETC・HID・WSRS・ABS・ESC・アル
ミ・記録簿・正規輸入車・ミュージックプ
レーヤー接続可・カーテンエアバッグ

車体No.917

本体価格
消費税込
リ済別 163万円

MINI COOPER
MINI COOPER 1.6

右ハンドル

H25式・車検30/12・走行4.3万㎞・トル
ネードレッド・マニュアルモード付AT・フ
ル装備・CD・メモリーナビ他・フルセグ・
バックカメラ・キーレス・ETC・HID・
WSRS・ABS・ESC・アルミ・正規輸入
車・DVD再生・ミュージックサーバー・
ミュージックプレーヤー接続可・クルーズ
コントロール・カーテンエアバッグ

車体No.806

本体価格
消費税込
リ済別 159万円

VW The Beetle
Design

右ハンドル

118118
万円〈税込〉万円〈税込〉

ハスラー Jスタイル
H27式・車検30/9・走行7㎞・グリーン
Ⅱ・CVT・禁煙車・WSRS・ABS・フル装
備・横滑り防止装置・盗難防止システ
ム・衝突被害軽減システム・アイドリン
グストップ・キーレス・HID・スマートキー・
シートヒーター☆S-エネチャージ 車体No.107

未使用車

120120
万円〈税込〉万円〈税込〉

ムーヴ L SAⅡ 4WD
H28式・車検31/7・走行5㎞・ブラックマイ
カメタリック・CVT・禁煙車・寒冷地仕様・
WSRS・ABS・フル装備・横滑り防止装置・
盗難防止システム・衝突被害軽減システム・
アイドリングストップ・キーレス・ベンチシート・
フルフラットシート・衝突安全ボディ 車体No.014

未使用車

148148
万円〈税込〉万円〈税込〉

ノア X Lセレクション 切替式4WD
H19式・車検なし・走行6.0万㎞・グレーメタリック・イ
ンパネAT・禁煙車・記録簿・8人乗り・寒冷地仕様・
WSRS・パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエア
コン・HDDナビ・フルセグ・CD・MD・DVD再生・15イ
ンチアルミ・キーレス・HID・バックカメラ・3列シート・フ
ルフラットシート・ウォークスルー・衝突安全ボディ 車体No.931

289289
万円〈税込〉万円〈税込〉

ヴォクシー ZS 煌 4WD
H27式・車検30/9・走行1.4万㎞・ブラック・インパネ
AT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・7人乗・WSRS・両
側パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・横
滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリングストッ
プ・HDDナビ・フルセグ・CD・DVD再生・16インチアル
ミ・キーレス・HID・ETC・エアロ・スマートキー・3列シー
ト・フルフラットシート・ウォークスルー・衝突安全ボディ 車体No.159

318318
万円〈税込〉万円〈税込〉

エスクァイア Gi 4WD
H27式・車検30/1・走行1.0万㎞・ホワイトパールクリスタルシャイ
ン・CVT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・7人乗り・寒冷地仕様・
WSRS・両側パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・オート
クルーズコントロール・横滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリ
ングストップ・メモリーナビ他・フルセグ・CD・DVD再生・15インチア
ルミ・キーレス・HID・バックカメラ・エアロ・スマートキー・3列シート・フ
ルフラットシート・シートヒーター・ウォークスルー・衝突安全ボディ 車体No.909

268268
万円〈税込〉万円〈税込〉

ステップワゴンスパーダ Z クールスピリット 4WD
H25式・車検なし・走行3.2万㎞・プレミアムスパークルブラッ
クパール・CVT・禁煙車・記録簿・8人乗り・WSRS・両側パ
ワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・オートクルーズコ
ントロール・横滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリングス
トップ・メモリーナビ他・フルセグ・CD・DVD再生・17インチアル
ミ・キーレス・HID・バックカメラ・ETC・エアロ・スマートキー・3列
シート・フルフラットシート・後席モニター・衝突安全ボディ 車体No.391

279.8279.8
万円〈税込〉万円〈税込〉

エルグランド ハイウェイスター ダイナミックパッケージ 切替式4WD
H23式・車検なし・走行2.6万㎞・ファントムブラックP・イン
パネAT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・8人乗り・寒冷地
仕様・WSRS・両側パワースライドドア・ABS・フル装備・W
エアコン・横滑り防止装置・盗難防止システム・HDDナ
ビ・フルセグ・CD・DVD再生・18インチアルミ・キーレス・
HID・バックカメラ・ETC・エアロ・スマートキー・3列シート・フ
ルフラットシート・オットマン・衝突安全ボディ 車体No.127

358358
万円〈税込〉万円〈税込〉

アルファード 240S タイプゴールドⅡ 切替式4WD
H26式・車検なし・走行1.7万㎞・ブラック・インパネAT・禁煙
車・ワンオーナー・記録簿・7人乗り・WSRS・両側パワースライ
ドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・オートクルーズコントロール・
横滑り防止装置・盗難防止システム・メモリーナビ他・フルセ
グ・CD・DVD再生・18インチアルミ・キーレス・HID・バックカメ
ラ・ETC・スマートキー・3列シート・オットマン・ウォークスルー・後
席モニター・衝突安全ボディ・電動リアゲート 車体No.969

368368
万円〈税込〉万円〈税込〉

アルファードハイブリッド SR FOUR 4WD
H25式・車検なし・走行1.8万㎞・ブラック・CVT・禁煙車・ワンオー
ナー・記録簿・7人乗り・WSRS・両側パワースライドドア・ABS・フ
ル装備・Wエアコン・オートクルーズコントロール・横滑り防止装
置・盗難防止システム・アイドリングストップ・メモリーナビ他・フルセ
グ・CD・DVD再生・16インチアルミ・キーレス・HID・バックカメラ・
ETC・スマートキー・パワーシート・3列シート・オットマン・ウォークス
ルー・後席モニター・衝突安全ボディ・電動リアゲート 車体No.285

349.8349.8
万円〈税込〉万円〈税込〉

ヴェルファイア 2.4Z ゴールデンアイズ 切替式4WD
H25式・車検なし・走行2.7万㎞・ホワイトパールクリスタルシャ
イン・CVT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・7人乗り・寒冷地仕
様・WSRS・両側パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコ
ン・オートクルーズコントロール・横滑り防止装置・盗難防止シ
ステム・HDDナビ・フルセグ・CD・DVD再生・20インチアルミ・
キーレス・HID・バックカメラ・ETC・スマートキー・3列シート・オッ
トマン・後席モニター・衝突安全ボディ・電動リアゲート 車体No.459

498498
万円〈税込〉万円〈税込〉

ヴェルファイア 3.5ZA Gエディション FOUR 4WD
H28式・車検31/1・走行0.1万㎞・ホワイトパールクリスタル
シャイン・CVT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・7人乗・WSRS・
両側パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・オートク
ルーズコントロール・横滑り防止装置・盗難防止システム・メモ
リーナビ他・フルセグ・CD・DVD再生・18インチアルミ・キーレ
ス・HID・バックカメラ・ETC・エアロ・スマートキー・パワーシート・
3列シート・オットマン・衝突安全ボディ・電動リアゲート 車体No.608

476476
万円〈税込〉万円〈税込〉

ヴェルファイアハイブリッド ZR FOUR
H27式・車検30/5・走行2.0万㎞・ブラック・インパネAT・禁煙車・記録簿・7
人乗・WSRS・両側パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・オートク
ルーズコントロール・横滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリングストッ
プ・メモリーナビ他・フルセグ・CD・DVD再生・17インチアルミ・キーレス・HID・
バックカメラ・ETC・スマートキー・パワーシート・オットマン・ウォークスルー・後席
モニター・衝突安全ボディ・フロントカメラ・全周囲カメラ・サイドカメラ
☆アルファードHB SR FOUR パール有り 車体No.551

115115
万円〈税込〉万円〈税込〉

ノート X FOUR Vセレクション+セーフティ 4WD
H27式・車検29/3・走行3.7万㎞・パー
ル・CVT・禁煙車・寒冷地仕様・WSRS・
ABS・フル装備・横滑り防止装置・盗難
防止システム・衝突被害軽減システム・メ
モリーナビ他・ワンセグ・CD・キーレス・
ETC・スマートキー☆28年ブラック有り 車体No.080

168168
万円〈税込〉万円〈税込〉

bB Z 煌-G 4WD
H26式・車検29/4・走行2.0万㎞・ブラック
マイカメタリック・コラムAT・禁煙車・ワンオー
ナー・記録簿・寒冷地仕様・WSRS・ABS・フ
ル装備・15インチアルミ・キーレス・HID・
ETC・エアロ・ベンチシート・フルフラットシー
ト・衝突安全ボディ☆27年ブラック有り 車体No.721

139.8139.8
万円〈税込〉万円〈税込〉

ポルテ Y
H25式・車検なし・走行2.7万㎞・ブ
ラックマイカ・インパネAT・禁煙車・記
録簿・WSRS・パワースライドドア・
ABS・フル装備・横滑り防止装置・
CD・DVD再生・16インチアルミ・キー
レス・エアロ・衝突安全ボディ 車体No.285

129129
万円〈税込〉万円〈税込〉

レガシィB4 2.5i Sパッケージ AWD
H21式・車検30/7・走行5.2万㎞・クリスタルブ
ラックシリカ・CVT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・
WSRS・ABS・フル装備・横滑り防止装置・盗難
防止システム・HDDナビ・フルセグ・CD・DVD再
生・18インチアルミ・キーレス・HID・ETC・パワー
シート☆スタッドレスタイヤ&アルミホイール付 車体No.654

318318
万円〈税込〉万円〈税込〉

プリウスアルファ Sツーリングセレクション・G’s
H28式・車検31/11・走行26㎞・ホワイトパールクリ
スタルシャイン・CVT・禁煙車・WSRS・ABS・フル装
備・横滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリング
ストップ・メモリーナビ他・フルセグ・CD・18インチアル
ミ・キーレス・HID・バックカメラ・エアロ・スマートキー・
ローダウン・衝突安全ボディ☆27年ブラック有り 車体No.710

未使用車

249249
万円〈税込〉万円〈税込〉

エクストレイル 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD
H28式・車検31/9・走行15㎞・ダイヤモンドブラックP・
CVT・禁煙車・寒冷地仕様・WSRS・ABS・フル装備・
横滑り防止装置・盗難防止システム・衝突被害軽減シ
ステム・アイドリングストップ・メモリーナビ他・フルセグ・
CD・DVD再生・アルミ・キーレス・HID・スマートキー・
シートヒーター・衝突安全ボディ☆28年パール有り 車体No.845

未使用車

315315
万円〈税込〉万円〈税込〉

オデッセイ アブソルート EX 4WD
H26式・車検なし・走行1.7万㎞・プレミアムヴィーナスブラックパール・
インパネAT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・8人乗り・WSRS・両側パ
ワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・オートクルーズコントロー
ル・横滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリングストップ・メモリー
ナビ他・フルセグ・CD・DVD再生・17インチアルミ・革シート・キーレス・
HID・バックカメラ・ETC・エアロ・スマートキー・パワーシート・3列シート・
フルフラットシート・シートヒーター・ウォークスルー・衝突安全ボディ 車体No.243

218218
万円〈税込〉万円〈税込〉

ヴォクシー ZS 煌 切替式4WD
H23式・車検なし・走行2.6万㎞・ホワイトパールクリ
スタルシャイン・CVT・記録簿・7人乗り・WSRS・両
側パワースライドドア・ABS・フル装備・Wエアコン・
盗難防止システム・HDDナビ・フルセグ・CD・DVD
再生・16インチアルミ・キーレス・HID・バックカメラ・
ETC・エアロ・スマートキー・ローダウン・3列シート・フ
ルフラットシート・ウォークスルー・衝突安全ボディ 車体No.338

158158
万円〈税込〉万円〈税込〉

タント カスタムX トップエディション SAⅡ 4WD
H28式・車検31/9・走行6㎞ブラックマイカメ
タリック・CVT・禁煙車・寒冷地仕様・WSRS・
パワースライドドア・ABS・フル装備・横滑り防
止装置・衝突被害軽減システム・アイドリングス
トップ・14インチアルミ・キーレス・HID・バックカ
メラ・エアロ・スマートキー・衝突安全ボディ 車体No.229

未使用車

168168
万円〈税込〉万円〈税込〉

ジムニー クロスアドベンチャーサロモン 2.5インチリフトアップ 4WD
H25式・車検なし・走行1.8万㎞・ガイヤブロ
ンズパールメタリック・5MT・記録簿・WSRS・
ABS・フル装備・リフトアップ・CD・16インチ
アルミ・キーレス・シートヒーター・衝突安全ボ
ディ☆下回りもサビや腐食の心配御座いま
せん☆23年ブラックリフトアップ有り 車体No.329

89.889.8
万円〈税込〉万円〈税込〉

ハイゼットカーゴ クルーズターボ ハイルーフ 切替式4WD
H25式・車検29/5・走行3.4万㎞・
パールホワイト・5MT・ワンオーナー・
記録簿・WSRS・両側スライドドア・
ABS・フル装備・アルミ・キーレス・衝
突安全ボディ☆マニュアル四駆☆
オーバーヘッドシェルフ 車体No.191

69.869.8
万円〈税込〉万円〈税込〉

マーチ 12X
H24式・車検29/4・走行0.5万㎞・ピュア
ブラックPM・CVT・禁煙車・ワンオーナー・
記録簿・WSRS・ABS・フル装備・盗難防
止システム・アイドリングストップ・CD・14イ
ンチアルミ・キーレス・スマートキー・衝突安
全ボディ☆下回りサビ心配ありません 車体No.672

108108
万円〈税込〉万円〈税込〉

フィットハイブリッド スマートセレクション
H24式・車検29/6・走行1.0万㎞・プレミアムホワ
イトパール・CVT・禁煙車・ワンオーナー・記録簿・
WSRS・ABS・フル装備・オートクルーズコントロー
ル・横滑り防止装置・盗難防止システム・アイドリン
グストップ・メモリーナビ他・フルセグ・CD・DVD再
生・キーレス・ETC・スマートキー・衝突安全ボディ 車体No.498

239.8239.8
万円〈税込〉万円〈税込〉

アクア G G’s
H28式・車検31/10・走行16㎞・ブラックマイカ・CVT・
禁煙車・WSRS・ABS・フル装備・オートクルーズコント
ロール・横滑り防止装置・盗難防止システム・衝突被害
軽減システム・アイドリングストップ・メモリーナビ他・ワン
セグ・CD・17インチアルミ・キーレス・バックカメラ・エア
ロ・スマートキー・衝突安全ボディ☆他アクア２台有り 車体No.092

未使用車

9898
万円〈税込〉万円〈税込〉

スイフト XG-DJE
H27式・車検30/10・走行0.7万㎞・アブ
レイズレッドパールⅡ・CVT・禁煙車・ワン
オーナー・記録簿・WSRS・ABS・フル装
備・横滑り防止装置・盗難防止システム・
アイドリングストップ・CD・キーレス・スマート
キー・衝突安全ボディ☆27年パール有り 車体No.294

127127
万円〈税込〉万円〈税込〉

スイフト スタイル-DJ
H27式・車検30/9・走行0.3万㎞・スノーホワイトパー
ル・CVT・禁煙車・記録簿・WSRS・ABS・フル装備・オー
トクルーズコントロール・横滑り防止装置・盗難防止シス
テム・アイドリングストップ・メモリーナビ他・ワンセグ・CD・
16インチアルミ・キーレス・ETC・スマートキー・シートヒー
ター・衝突安全ボディ☆27年ブラック4WD有り 車体No.183

2929
万円〈税込〉万円〈税込〉
2929
万円〈税込〉万円〈税込〉

マーチ 12c Vセレクション
H16式・車検29/12・走行9.0万㎞・
ショコラPM・AT・記録簿・WSRS・
ABS・フル装備・CD・キーレス☆純正
CDオーディオ♪☆EGスターター
☆フルオートAC☆プラズマクラス
ター☆機関良好内外装美車☆人
気のショコラパールM 車体No.208

2929
万円〈税込〉万円〈税込〉
2929
万円〈税込〉万円〈税込〉

ノート 15S Vパッケージ
H18式・車検31/1・走行8.1万㎞・マリ
ンブルー・CVT・記録簿・WSRS・ABS・
フル装備・盗難防止システム・
CD/MD・アルミ・キーレス・スマート
キー・衝突安全ボディ☆インテリジェント
キー☆純正CD＆MD☆EGスターター
☆純正AW☆内外装機関良好 車体No.769

車検２年付

4949
万円〈税込〉万円〈税込〉
4949
万円〈税込〉万円〈税込〉

シエンタ G 4WD
H15式・車検29/8・走行6.6万㎞・
スーパーレッドⅤ・インパネAT・記録
簿・WSRS・パワースライドドア・サン
ルーフ・ABS・フル装備・メモリーナ
ビ他・ワンセグ・CD・アルミ・キーレ
ス・HID・ETC・スマートキー・3列
シート・衝突安全ボディ 車体No.167

4949
万円〈税込〉万円〈税込〉
4949
万円〈税込〉万円〈税込〉

ステップワゴン スパーダ S
H15式・車検31/1・走行10.4万㎞・
ブラック・AT・8人乗・WSRS・左パ
ワースライドドア・ABS・フル装備・メ
モリーナビ他・CD・MD・アルミ・キー
レス・バックカメラ☆純正ナビ☆純正
CD/MD☆純正AW

車体No.781

車検２年付

5959
万円〈税込〉万円〈税込〉
5959
万円〈税込〉万円〈税込〉

デミオ 13C
H22式・車検31/1・走行5.1万㎞・
ブラック・インパネAT・禁煙車・ワン
オーナー・記録簿・WSRS・ABS・フル
装備・メモリーナビ他・フルセグ・CD・
DVD再生・キーレス・ETC・衝突安全
ボディ☆純正SDナビフルセグ☆お
買い得デミオ早い者勝ちです 車体No.266

車検２年付

ミラジーノ ジーノ
H11式・車検30/4・走行7.4万㎞・
パールホワイトⅠ・5MT・記録簿・
SRS・フル装備・カセット☆禁煙車
☆ウッドコンビステアリング☆すぐ
乗れるマニュアル軽自動車☆ス
タッドレスタイヤ＆ホイール付

車体No.941

1919
万円〈税込〉万円〈税込〉
1919
万円〈税込〉万円〈税込〉

朝９時～1/2●月
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●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。（コミコミ車は除く） ●売り切れの際はご了承ください。

お得な情報を先取りGet!

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

オートバンク大曲店
×

オートバンク土崎店 1/2  ～月初
売
期
間

合同
初売

初売特別金利

2.9%!!


