
スプリングバージョン特別仕様車!ラインナップ!!
花粉・ウイルス対策がセットになったお買い得車が満載!
残価設定型クレジットご利用ならさらにお得!!春にうれしい

他にもお得が盛りだくさん!
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。

キャンペーン
新 車 ご 紹 介

日産プリンス栃木なら、魅力的なクルマが勢ぞろい。
ご購入からサポートまで、まごころを込めてカーライフをお支えいたします。

万一、ご成約にならなくても大丈夫です。ご紹介いただける方がいらっしゃいましたら、
お気軽にカーライフアドバイザーにご相談ください。

ご紹介いただいたお客さまがご商談になりましたら
ご成約の有無に限らず「QUOカード1,000円分」を進呈いたします。

※ご紹介者さまへの謝礼金は銀行口座へのお振り込みとなります。

【ご紹介者さまにはさらに特典が】

弊社とお取引がないお客さまをご紹介いただき、新車をご成約いただくと
ご紹介者さま、新車ご購入のお客さまご両名さまにプレゼント!

※イメージ

ご紹介者さま ご紹介されたお客さま
（弊社で初めてお取引のお客さま）

ご購入謝礼として

商品券プレゼント!

ご紹介謝礼として

プレゼント!

ご家族・ご友人・お知り合い、お車をご検討の方をご紹介ください。

紹介した方も、新規ご購入の方もうれしい!

10,000円 10,000円分

春のドライブに最適な人気車種が盛りだくさん!
スプリングバージョン特別仕様車

当社指定の車両と5YEARS COAT Premium & 花粉・ウイルス対策がセットになって特別価格にてご提供

※当社指定のメーカーオプションは車種により異なります。

車両本体
メーカー
オプション※
（当社指定品）

通常合計
販売価格から
感謝割引

「5YEARS COAT Premium」は、役割の異なる2
層のガラス質被膜を形成することで耐久性をUP、
コーティングに求められる機能・特性を高いレベルで
実現したプレミアムなボディコーティングです。

5YEARS COAT Premium
抗ウイルス剤がフィルターで捕捉し
たウイルス・菌の活動を抑制! 3層の
フィルターがニオイ・花粉を除去し車
内の空気を爽やかに!

クリーンフィルタープレミアム
車室内やシートに付着したウイルスや
菌を除去。ウイルスや菌が気になる季
節、定期的な施工で車室内環境をリ
セットし、快適に! 

車室内除菌 車両用クレベリン

盗難防止セキュリティ＋お好みのディーラーオプションを10万円（税込）OFFにてご提供

①カーアラーム＋②超音波センサー＋③
傾斜センサー＋④お知らせリモコン＋⑤
バッテリー内蔵サイレン
※ノート、キックスは「カーアラームプレミアム」とな
ります。（装備内容は同様）

ベーシック※
パック

ウィンドウ撥水
12ヶ月
フロント3面

通常合計
販売価格から

10万円割引（税込）

［ご利用一例］セキュリティ&セーフティパック プレミアム

感謝パックご利用でさらにお得!

※プラスチックバイザー、フロアカーペット、ナンバープレートリム＋ナンバープレートロ
ックの3点セット。

1 2 3 4 5

※Photo：20Xi 
　レザーエディションVセレクション［2列］（4WD）

　ボディカラーはダイヤモンドブラック（P）
〈＃G41・スクラッチシールド〉（特別塗装色）

20Xi レザーエディション
Vセレクション［2列］（4WD）

スプリングバージョン特別仕様車＋感謝パック 3,371,981円
※上記価格には特別塗装色代が含まれております。

（消費税抜き価格 3,065,438円）
特別
価格

3,371,981円
981円

3,371,000円

35,265円
29,600円

100,000円
0円
0円

1,525,000円
2,457,046円
3,982,046円

4.9%

■エクストレイル 20Xi レザーエディション Vセレクション［2列］（4WD）のお支払い例
●残価設定型クレジット5年（60回払い）、契約走行距離
　1,000km/月、初回お支払い月：4月で計算した一例です。

分割支払額（2回目以降）×48回
分割支払額（ボーナス）×5回（7月）、5回（12月）

4

29,600円～月々

残価設定型クレジット購入後1年間
金利負担実質0

下記お支払い例の場合、

162,860円
キャッシュ
バック!

車両本体価格 ……………………………………………… 3,547,500円
5YEARS COAT Premium
＋クリーンフィルタープレミアム ＋ クレベリン ………… 154,715円

通常販売価格 ……………………………………………… 3,702,215円

特別割引 ……………………………………… 400,000円
　　　　 ………………………………… 3,302,215円

■ スプリングバージョン特別仕様車

特別価格

通常合計金額 ……………………………………………3,871,981円
特別割引 ……………………………………… 500,000円
　　　　 ……………………………………3,371,981円特別価格

セキュリティ&セーフティパック プレミアム（固定） ………… 78,081円
ベーシックパック（例） …………………………………………81,400円
ウィンドウ撥水12ヶ月 3面施工（例） ………………………… 10,285円

合計（税込） …………………………………………………… 169,766円

特別割引 ……………………………………… 100,000円
　　　　 ……………………………………… 69,766円

■残価設定型クレジットご利用でさらにお得!　感謝パックご利用一例

特別価格

家族みんなで、春のドライブ・アウトドアを満喫!

メーカーオプション
■オートデュアルエアコン+リヤヒートダクト
■セーフティーパックA

※Photo：X
　ボディカラーはサンライトイエロー（P）〈＃EAV〉（特別塗装色）

スプリングバージョン特別仕様車＋感謝パック 2,957,468円
※上記価格には特別塗装色代、メーカーオプション代が含まれております。

（消費税抜き価格 2,688,608円）
特別
価格

2,957,468円
468円

2,957,000円

30,757円
27,600円

100,000円
0円
0円

1,110,000円
2,356,025円
3,466,025円

4.9%

■キックス X（2WD）のお支払い例
●残価設定型クレジット5年（60回払い）、契約走行距離
　1,000km/月、初回お支払い月：4月で計算した一例です。

分割支払額（2回目以降）×48回
分割支払額（ボーナス）×5回（7月）、5回（12月）

4

27,600円～月々

残価設定型クレジット購入後1年間
金利負担実質0

下記お支払い例の場合、

141,130円
キャッシュ
バック!

車両本体価格 ……………………………………………… 2,922,700円
5YEARS COAT Premium
＋クリーンフィルタープレミアム ＋ クレベリン ………… 145,475円

通常販売価格 ……………………………………………… 3,068,175円

特別割引 ……………………………………… 150,000円
　　　　 ……………………………………2,918,175円

■ スプリングバージョン特別仕様車

特別価格

通常合計金額 ………………………………………… 3,207,468円
特別割引 ……………………………………… 250,000円
　　　　 ………………………………… 2,957,468円特別価格

カーアラーム プレミアム（固定）……………………………… 69,608円
ベーシックパック（例） ……………………………………… 59,400円
ウィンドウ撥水12ヶ月 3面施工（例） ………………………… 10,285円

合計（税込） …………………………………………………… 139,293円

特別割引 ……………………………………… 100,000円
　　　　 ……………………………………… 39,293円

■残価設定型クレジットご利用でさらにお得!　感謝パックご利用一例

特別価格

X（2WD）

メーカーオプション
■前席ヒーター付シート+ステアリングヒーター +寒冷地仕様
■インテリジェント AVM（移動物 検知機能付）
　+インテリジェントルームミラー

※ハイウェイスター V（画像はe-POWER）
　ボディカラー：ブリリアントホワイトパール（3P）
　〈＃QAB・スクラッチシールド〉（特別塗装色）

3台
各店限定

スプリングバージョン特別仕様車＋感謝パック 3,183,463円
※上記価格には特別塗装色代、メーカーオプション代が含まれております。

（消費税抜き価格 2,894,058円）
特別
価格

3,183,463円
463円

3,183,000円

35,851円
28,500円

100,000円
0円
0円

1,344,000円
2,404,314円
3,748,314円

4.9%

■セレナ ハイウェイスター V（2WD）のお支払い例
●残価設定型クレジット5年（60回払い）、契約走行距離
　1,000km/月、初回お支払い月：4月で計算した一例です。

分割支払額（2回目以降）×48回
分割支払額（ボーナス）×5回（7月）、5回（12月）

4

28,500円～月々

残価設定型クレジット購入後1年間
金利負担実質0

下記お支払い例の場合、

155,790円
キャッシュ
バック!

車両本体価格 ……………………………………………… 3,279,100円
5YEARS COAT Premium
＋クリーンフィルタープレミアム ＋ クレベリン ………… 165,715円

通常販売価格 ……………………………………………… 3,444,815円

特別割引 ……………………………………… 350,000円
　　　　 ………………………………… 3,094,815円

■ スプリングバージョン特別仕様車

特別価格

通常合計金額 ………………………………………… 3,633,463円
特別割引 ……………………………………… 450,000円
　　　　 ………………………………… 3,183,463円特別価格

セキュリティ&セーフティパック プレミアム（固定） …………74,435円
ベーシックパック（例） ……………………………………… 102,960円
ウィンドウ撥水12ヶ月 3面施工（例） ………………………… 11,253円

合計（税込） …………………………………………………… 188,648円

特別割引 ……………………………………… 100,000円
　　　　 ……………………………………… 88,648円

■残価設定型クレジットご利用でさらにお得!　感謝パックご利用一例

特別価格

ハイウェイスター V（2WD）

・5YEARS COAT Premium
・クリーンフィルタープレミアム
・車室内除菌 車両用クレベリン

・5YEARS COAT Premium
・クリーンフィルタープレミアム
・車室内除菌 車両用クレベリン

・5YEARS COAT Premium
・クリーンフィルタープレミアム
・車室内除菌 車両用クレベリン

3台
各店限定

3台
各店限定

お得!

最大
残価設定型クレジットのご利用で

※金利キャッシュバック含む。

60万円
（税込）約

お得!

最大
残価設定型クレジットのご利用で

※金利キャッシュバック含む。

39万円
（税込）約

お得!

最大
残価設定型クレジットのご利用で

※金利キャッシュバック含む。

66万円
（税込）約

スプリングバージョン特別仕様車

スプリングバージョン特別仕様車

スプリングバージョン特別仕様車

最先端の技術でドライブをもっと快適に!

さらに

さらに

さらに

スプリングバージョン特別仕様車＋感謝パック 2,385,110円
※上記価格には特別塗装色代、メーカーオプション代が含まれております。

（消費税抜き価格 2,168,282円）
特別
価格

車両本体価格 ……………………………………………… 2,313,300円
5YEARS COAT Premium
＋クリーンフィルタープレミアム ＋ クレベリン ………… 132,825円

通常販売価格 ……………………………………………… 2,446,125円

特別割引 ……………………………………… 100,000円
　　　　 ………………………………… 2,346,125円

■ スプリングバージョン特別仕様車

特別価格

通常合計金額 ……………………………………………2,585,110円
特別割引 ……………………………………… 200,000円
　　　　 ……………………………………2,385,110円特別価格

カーアラーム プレミアム（固定）……………………………… 68,200円
ベーシックパック（例） ……………………………………… 60,500円
ウィンドウ撥水12ヶ月 3面施工（例） ………………………… 10,285円

合計（税込） …………………………………………………… 138,985円

特別割引 ……………………………………… 100,000円
　　　　 ……………………………………… 38,985円

■残価設定型クレジットご利用でさらにお得!　感謝パックご利用一例

特別価格

S（2WD）

※Photo：S
　ボディカラーはピュアホワイト

パール（3P） 〈＃QAC〉（特別塗装色）

4

月々 22,700円～
2,385,110円

110円

2,385,000円

22,700円

27,194円

90,000円

0円

0円

763,000円

2,016,904円

2,779,904円

4.9%

■ノート S（2WD）のお支払い例
●残価設定型クレジット5年（60回払い）、契約走行距離
　1,000km/月、初回お支払い月：4月で計算した一例です。

分割支払額（2回目以降）×48回

分割支払額（ボーナス）×5回（7月）、5回（12月）
メーカーオプション

■サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー +インテリジェント AVM（移動物検知機能付）
　+インテリジェントルームミラー +インテリジェントキー（運転席･助手席･バックドア感知、作動確認機能付､キー2個）
　+インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）+BSW（後側方車両検知警報）+RCTA（後退時車両検知警報）
■LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム､オートレベライザー、シグネチャー LEDポジションランプ付）
　+アダプティブLEDヘッドライトシステム＋LEDフォグランプ

メーカーオプション
■ヒーター付ドアミラー +後席クッションヒーター
　+後席ヒーター吹き出し口+高濃度不凍液

※Photo：X Vセレクション
　ボディカラーはブリリアントホワイトパール

　（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）

スプリングバージョン特別仕様車＋感謝パック 3,859,833円
※上記価格には特別塗装色代、メーカーオプション代が含まれております。

（消費税抜き価格 3,508,939円）
特別
価格

3,859,833円
833円

3,859,000円

36,803円
34,400円

150,000円
0円
0円

412,000円
3,832,836円
4,244,836円

2.9%

■日産リーフ X Vセレクション（2WD）のお支払い例
●残価設定型クレジット6年（72回払い）、契約走行距離
　1,000km/月、初回お支払い月：4月で計算した一例です。

分割支払額（2回目以降）×58回
分割支払額（ボーナス）×6回（7月）、6回（12月）

4

34,400円～月々

残価設定型クレジット購入後1年間
金利負担実質0

下記お支払い例の場合、

107,570円
キャッシュ
バック!

車両本体価格 ……………………………………………… 4,128,300円
5YEARS COAT Premium
＋クリーンフィルタープレミアム ＋ クレベリン ………… 131,065円

通常販売価格 ……………………………………………… 4,259,365円

特別割引 ……………………………………… 450,000円
　　　　 ………………………………… 3,809,365円

■ スプリングバージョン特別仕様車

特別価格

通常合計金額 ………………………………………… 4,409,833円
特別割引 ……………………………………… 550,000円
　　　　 ………………………………… 3,859,833円特別価格

セキュリティ&セーフティパック プレミアム（固定） ………… 76,937円
ベーシックパック（例） …………………………………………63,246円
ウィンドウ撥水12ヶ月 3面施工（例） ………………………… 10,285円

合計（税込） …………………………………………………… 150,468円

特別割引 ……………………………………… 100,000円
　　　　 ……………………………………… 50,468円

■残価設定型クレジットご利用でさらにお得!　感謝パックご利用一例

特別価格

・5YEARS COAT Premium
・クリーンフィルタープレミアム
・車室内除菌 車両用クレベリン

・5YEARS COAT Premium
・クリーンフィルタープレミアム
・車室内除菌 車両用クレベリン

3台
各店限定

3台
各店限定

・環境省補助金

・経済産業省補助金（個人のみ対象）

・クリーンエネルギー自動車
 導入事業補助金
いずれか一つを受給できます。

「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用した
ゼロカーボン ライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」補助金

災害時にも活用可能な
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金

※グレードにより受給できる金額も異なります。

日産リーフは国の補助金対象です
国の
補助金
（最大） 万円80 ※1※2※3

※1 実際の補助金額は、今後経済産業省・環境省が選定する事業実施者の下に設置される外部審査会の審査を経て、最終的に確定いたします。※2 現在記載されている補助見込み額については、あくまで
暫定的な目安であり、今後、車両の性能の変更等により変わりえますので、実際の補助金額については、必ず補助金の申請前に再度ご確認下さい。※3 車両と充放電設備/外部給電器を同時に購入され、モ
ニタリング調査等にご協力いただくことや、再エネ100％電力を調達し、モニタリング調査等にご協力いただくことが要件となりますので、今後、公表される申請の案内等をよくご確認下さい。＊詳しくは、
環境省のWEBサイト（http://www.env.go.jp/air/post _ 56.html）、経済産業省のWEBサイト（https://www.meti.go.jp/press/2020/1 2/20201222006/20201222006.html）、次世
代自動車振興センターのWebサイト（http://cev-pc.or.jp）にてご確認ください。【地方自治体の補助金】各自治体独自に補助金を設定している場合がございますので、各自治体のホームページ等でご確
認ください。 ※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。

日産純正ドライブレコーダー
（DJ4-D/S）
取付費込希望小売価格 39,800円～（税込）
＊茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県の日産販売会社が対象となります。●本キャンペーンは予告
なく内容を変更または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。●日産自動車が同時期に実施し
ている一部キャンペーンとの併用はできません。●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。

日産純正

ドライブレコーダー
プレゼント

お得!

最大
残価設定型クレジットのご利用で

※金利キャッシュバック含む。

65万円
（税込）約

お得!

最大
残価設定型クレジットのご利用で20万円

（税込）約

X Vセレクション（2WD）

スプリングバージョン特別仕様車

スプリングバージョン特別仕様車

花粉、ウイルス対策が付いてお得!

今だけの10万円OFF!
残価設定型クレジット限定 感謝パック

設立55周年記念

ザ・決算!感謝祭
3月31日（水）まで開催中!

ザ・決算 !
感謝

アイテム.1
ザ・決算 !
感謝

アイテム.2

新車ご紹介キャンペーン
ザ・決算 !
感謝

アイテム.3

今だけの感謝価格!
スプリングバージョン特別仕様車

ご紹介した方も、新規ご購入の方も特典が!

ザ・決算 !
感謝

アイテム.1

ザ・決算 !
感謝

アイテム.2

ザ・決算 !
感謝

アイテム.3


