
決算大商談会
決算価格でお買い得!!
新型車が勢揃いで
お迎えします!!

AM10:00～PM6:00

9日8土
9

SUVを極めた走りに、
新たなスタイルを。

残価設定型クレジットなら
アウトランダー PHEVが

月々9,500円
で乗れる！！

S U V は 、理 想 を 超 え た 。
電気の力でどこまででも遠くへ
最も進化した三菱のSUVがここに。

目指したのは流麗なクーペSUVとは一線を画した、三菱自動車らしいシャープなクーペSUV。

エクリプス クロス

エクリプスクロス
1.5L MIVEC DOHC 16バルブ 
INVECS-Ⅲ 8速スポーツモード CVT

G Plus Package
《車両本体価格》

4WD 3,095,280円

アウトランダーPHEV Sエディション
プラグイン・ハイブリッドEV 13.8kWh•2.4L 
MIVEC DOHC 16パルプ 4WD ［5人乗り］

4WD 5,090,040円
《車両本体価格》

 あらゆる状況でドライバーの
 操作に応えるS-AWC
（スーパー オールホイール コントロール）

Photo：G Plus Package 4WD
ボディカラーはレッドダイヤモンド〈有料色：75.600円高〉。

Photo：PHEV Sエディション 4WD
ボディカラーはホワイトパール/ブラックマイカ〈有料色：86.400円高〉。

スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。

NEW
NEWコンパクトSUV

※特別装備は当社指定品とさせていただきます。※画像はイメージです。※表示価格は全て消費税込みの価格です。※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、有料色代は含まれておりません。別途申し受けます。　※車両の掲載画像は実際のものと異なる場合があります。

特　別
低金利

1.9%

試乗車をご用意しています。

全店試乗車をご用意しています。

●ボディカラー：
　スーパーブラックパール

車両本体価格2,201,040円
●特別装備／フロアマット・
スノーブレード・スタッドレスタイヤ・
アルミホイール
合計145,821円

4WD ［5人乗り］

デリカD：2 CUSTOM 
HYBRID MV
デリカD：2 CUSTOM 
HYBRID MV
1.2L DOHC 16パルプ CVT 4WD

3台
限定 215215 万円万円

（
税
込
）

19万円相当
.6861

お得!!

●ボディカラー：ライトニングブルーマイカ
　/ブラックマイカ（有料色54,000円高）

車両本体価格1,935,360円
●特別装備／ナビ・TVアンテナ
・タイヤ&ホイール・フロアマット・
エンジンスターター　
合計361,605円

0.66L MIVEC DOHC 12パルプ 
INVECS-Ⅲ CVT• 4WD

ek スペースカスタム T 
Safety Plus Edition

4WD ［4人乗り］

在庫車
限定 190190 万円万円

（
税
込
）

39万円相当
.6965

お得!!
車両本体価格1,290,600円
●特別装備／タイヤ&ホイール・フロアマット・
エンジンスターター  合計131,812円

●ボディカラー：シトラスイエローソリッド

※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。 ※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。 ※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。

※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。※上記価格には写真の有料色代は含まれておりません。

0.66L MIVEC DOHC 12パルプ 
INVECS-Ⅲ CVT• 4WD

ek ワゴン M e-Assist

4WD ［4人乗り］

在庫車
限定 122122 万円万円

（
税
込
）

20万円相当
.2412

お得!! 車両本体価格1,766,880円
●特別装備／タイヤ&ホイール・フロアマット・
エンジンスターター 合計181,245円

●ボディカラー：ホワイトパール
　/ブラックマイカ
　（有料色21,600円高）

0.66L MIVEC DOHC 12パルプ
INVECS-Ⅲ CVT• 4WD

ek カスタム アクティブギア

4WD
［4人乗り］

冒険心を  
解き放とう。
eKカスタム  
アクティブギア  
デビュー。

在庫車
限定 169169 万円万円

（
税
込
）

25万円相当
.8125

お得!!

デリカD：5 D-パワーパッケージデリカD：5 D-パワーパッケージ

4WD

2.2L コモンレール式 D1-Dクリーンディーゼル
エンジン DOHC 16パルプ•
INVECS-Ⅱ 6速スポーツモードA/T•4WD

●ボディカラー：ウォームホワイトパール
　（有料色32,400円高）

車両本体価格3,534,840円 
●特別装備／アルパイン
ナビシステム（前9型/後11.5型）・
リアビューカメラ　合計506,498円

車両本体価格3,534,840円 
●特別装備／タイヤ&ホイール・
スノーブレード・フロアマット・
エンジンスターター 合計291,362円

［8人乗り］

5台
限定 320320 万円万円

（
税
込
）

3台
限定 340340 万円万円

（
税
込
）

62万円相当
.6202

お得!!
64万円相当

.1338

お得!!

1.8L MIVEC SOHC 
16パルプ•INVECS•Ⅲ 
6速スポーツモードCTV• 4WD

RVR G

4WD
［5人乗り］

●ボディカラー：レッドメタリック

車両本体価格 2,541,240円
●特別装備／タイヤ&ホイール・
フロアマット・エンジンスターター・
スノーブレード
合計252,471円

5台
限定 250250 万円万円

（
税
込
）

29万円相当
.3711

お得!!

●ボディカラー：
　ウォームホワイトパール
　（有料色54,000円高）

3.2L DOHC 16パルプ•
INVECS-Ⅱ
5速スポーツモードA/T• 4WD

パジェロロング EXCEED 
クリーンディーゼル

4WD ［7人乗り］

車両本体価格 4,282,200円
●特別装備／タイヤ&ホイール・
フロアマット・エンジンスターター・
スノーブレード・オーディレス仕様、
寒冷地仕様　合計243,863円

2台
限定 407407 万円万円

（
税
込
）

45万円相当
.6063

お得!!

0.66L MIVEC DOHC 12パルプ 
INVECS-Ⅲ CVT• 4WD

ek スペース G Safety Package

●ボディカラー：アンティークゴールドメタリック

車両本体価格1,584,360円
●特別装備／タイヤ&ホイール・
フロアマット・エンジンスターター　
合計131,349円

4WD ［4人乗り］

在庫車
限定 151151 万円万円

（
税
込
）

20万円相当
.5709

お得!!

決
算
特
別
価
格
!!

決
算
特
別
価
格
!!

アンケートご記入のお客様に
たまごプレゼント!!
(10個入)

※写真はイメージです。
※数に限りがございます。

※予告なく終了する場合が
　ございます。

※画像のボディカラーはシトラスソリッドイ
　エローですが、展示車のボディカラーは
　ホワイトソリッドとなります。

※画像のボディカラーはライトニングブル
　ーマイカですが、展示車のボディカラー
　はホワイトパールとなります。

※画像のボディカラーはアンティークゴール
　ドメタリックすが、展示車のボディカラーは
　ブラックマイカ又は、クールシルバーメタリ
　ック又は、ホワイトパールとなります。

ご来店特典

※1：記載は消費税8％での価格です。有料色（86,400円[税込]）は含まれておりません。　
※2：お乗り換え・ご返却の際、走行距離や車両内外損傷等が別途定める条件を超えている場
合、お客様のご負担額が発生いたします。　※3：お客様がお買取の場合、「再クレジット」「一
括払い」のいずれかをお選びいただけます。また、「再クレジット」の場合、お支払回数は原契
約の回数と合計して120回以内でお選びいただけます。（例：原契約のお支払い回数が60回
の場合60回まで再クレジットが可能）

お支払い例
アウトランダーPHEV S Edition 4WD[5人乗り]

最終回の
お支払い方法

●月々のお支払い：9,500円
●実施年率：1.9％
●お支払い回数：60回（5年払い）
●車両本体価格：5,090,040円※1
●頭金（下取充当分含）：1,500,000円
●所要資金：3,590,040円
●初回支払月、支払額（2018年11月）：10,227円
●2回目以降支払額：9,500円×48回
●ボーナス月支払額（1月・7月）：150,000円
●最終回支払額：1,885,000円
●お支払総額：5,351,227円

最終回のお支払い方法は
3つの中からお選びいただけます

1 三菱車へお乗り変えの場合 ※2

※2

※3

2 お車をご返却の場合

1,885,000円
0円
0円

3 お車をお客様がお買取の場合


