
山形三菱自動車 HP

日

選べるご成約特典！ ご成約でA～Cの中からお一つプレゼント！ご成約でA～Cの中からお一つプレゼント！
※写真はイメージです。

5,485,700
23型アウトランダーPHEV Pグレード  2.4L・20kWh・4WD・7人乗り エクリプス クロスPHEV Pグレード 2.4L ・ 13.8kWh・4WD・5人乗り

エクリプス クロスは年式切り替えによって価格が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

キャンペーン
詳細はこちら

ウルトラマイカー
プランの

詳細はこちら

●申請時期により、予算不足が
発生した場合は補助金が交付
されない場合がございます。8/

9/

2020 土 27土21日 28 日

10 土 11日 17土 18 日

24 土 25 日

自動車保険（任意保険）や車検、メンテナンス、各種税金など、登録後に発生する費用が
コミコミになった、お得な月額定額払いのサービスです。

全部まとめて 月額定額払い

お得なキャッシュバックキャンペ―ン実施中！今なら

試乗CP
実施中！

試乗CP
実施中！

試乗CP
実施中！

※表示画像はPグレードです。

eKクロスEV 20kWh・2WD・4人乗り グレード別 車両本体価格（税込）

AコースAコース
フルーツギフトセットフルーツギフトセット
※季節により中身のフルーツがかわります。

BコースBコース
キリン 生ビールセットキリン 生ビールセット 欲張り冷し麺セット欲張り冷し麺セット

CコースCコース



※写真はイメージです。●価格は消費税込 ●保険料、税金（除く消費税）、登録などに伴う費用は別途申し受けます。金額には有料色代は含まれておりません。●リサイク
ル料金が別途必要となります｡掲載している車両には限定車がございます。万一売り切れの際はご容赦ください。 ●掲載内容は2022年8月1日時点の公表情報のもので
す。◎詳しくは営業スタッフへおたずねください。●ボディカラー、内装、シート色は撮影の状況や印刷インキの性質などにより実際の色と異なって見えることがあります。 

※1令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」もしくは令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補
助金」の場合。補助金には一定の要件がございます。申請時期により、予算不足が発生した場合は補助金が交付されない場合がございます。申請受
付の終了時期、申請要件、申請方法、補助額詳細については、必ず申請前に次世代自動車振興センター、経済産業省のWEBサイトをご確認ください。

決算 目玉車

●中古車につき万一売りきれの際はご容赦ください。（在庫は 2022 年 7 月 29 日
現在）●保険・税金（消費税は除く）、登録時に伴う諸費用は含まれておりません。
●詳しくはスタッフへお尋ねください。※表示の数字は車台番号下 3 桁となりま
す。※三菱認定中古車は 1 年間の保証がつき納車前に定期点検整備を実施いたし
ます。その保証整備費用は販売価格に含まれます。

●中古車につき万一売りきれの際はご容赦ください。（在庫は 2022 年 7 月 29 日
現在）●保険・税金（消費税は除く）、登録時に伴う諸費用は含まれておりません。
●詳しくはスタッフへお尋ねください。※表示の数字は車台番号下 3 桁となりま
す。※三菱認定中古車は 1 年間の保証がつき納車前に定期点検整備を実施いたし
ます。その保証整備費用は販売価格に含まれます。

三菱認定 UCAR
三菱認定中古車は「品質」の高い「安心」「安全」な中古車です。

3つの

2. 3.1.

プロのスタッフが

車両の隅々まで確認

カーライフを楽しんで

いただくための保証付き

全国ディーラーによる

カーライフサポート

792

●ボディカラー：ホワイトパール
●年式：令和 1年 6 月式
●走行距離： 18,000Km
●車検：車検整備付
●排気量：660cc
●駆動：4WD
●修復歴：なし

.8.8

592

●ボディカラー：ブラウン
●年式： 平成 25 年式 6 月
●走行距離：51,000Km
●車検：車検整備付
●排気量：660cc
●駆動：4WD
●修復歴：なし

061

●ボディカラー：ブラック
●年式：令和 1年 9 月式
●走行距離：16,000Km
●車検：車検整備付
●排気量：3200cc
●駆動：4WD
●修復歴：なし

562

●ボディカラー：ブラック
●年式：平成 25 年 11月式
●走行距離：56,000Km
●車検：車検整備付
●排気量：2000cc
●駆動：4WD
●修復歴：なし

.4.4

462

●ボディカラー：ネイビー
●年式：平成 27 年 11月式
●走行距離：74,000Km
●車検：車検整備付
●排気量：2400cc
●駆動：4WD
●修復歴：なし

.4.4

764

●ボディカラー：ホワイトパール
●年式：平成 24 年 6 月式
●走行距離：60,000Km
●車検：令和 5 年 6 月
●排気量：660cc
●駆動：4WD
●修復歴：なし

.8.8

716

●ボディカラー：ブラック
●年式：平成 28 年 6 月式
●走行距離：38,000Km
●車検：令和 5 年 6 月
●排気量：1200cc
●駆動：2WD
●修復歴：なし

.2.2

394

●ボディカラー：ホワイトパール
●年式：平成 25 年 11月式
●走行距離：89,000Km
●車検： 車検整備付
●排気量：2200CC
●駆動：4WD
●修復歴：なし

.7.7

136

●ボディカラー：ブルー
●年式：平成 29 年 6 月式
●走行距離：26,000Km
●車検：車検整備付
●排気量：1200cc
●駆動：2WD
●修復歴：なし

早く乗れる！厳選中古車 !早く乗れる！厳選中古車 !

下取強化中！下取強化中！
査定だけでもお気軽にどうぞ！

ＳＵＶ・4ＷＤＳＵＶ・4ＷＤ
●画像はイメージです。●画像は特別装備非装着車です。●価格に有料色代は含まれておりません。

●当社在庫車に限ります。●画像はイメージです。●画像は特別装備非装着車です。●価格に有料色代は含まれておりません。

ボディカラーについては営業スタッフまでお尋ねください。

エクリプスクロスは年式切り替えによって価格が変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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特別装備 特別装備

総電力量：13.8kWh / 排気量：MIVEC 2.4L  / 駆動方式：4WD / 乗車定員：5名

ベース車：G Limited Edition

Photo：G Limited Edition ●ブラックマイカ
排気量：MIVEC ガソリンターボ 1.5L/  駆動方式：4WD / 乗車定員：5名

Photo：MZ全方位ナビ付カメラパッケージ 
●ピュアホワイトパール〈有料色〉

排気量：1.2L / 駆動方式：4WD / 乗車定員：5名

ベース車：G

車両本体価格 (税込) 2,610,300円
+特別装備価格 (税込) 107,030円
=合計価格 (税込) 2,717,330円

Photo：G  ●レッドダイヤモンド（有料色）RVR お買い得車
排気量：MIVEC 1.8L / 駆動方式：4WD / 乗車定員：5名

※1 エクシード
バイザー

前後ドライブレコーダー
（コムテック）

エクシードバイザー

●ETC2.0車載器
●フロアマット

前後ドライブレコーダー
（コムテック）

フロアマット

Photo：P ●ホワイトダイヤモンド（有料色）

特別装備

エクシード
バイザー

前後ドライブレコーダー
（コムテック）

フロアマット

特別装備

エクシードバイザー

前後ドライブレコーダー
（コムテック）

フロアマット

ETC車載器
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ベース車：M

車両本体価格 (税込) 1,457,500円
+特別装備価格 (税込) 14,212円
=合計価格 (税込) 1,471,712円

Photo：Ｍ  ●オークブラウンメタリック（有料色）

eKワゴン  ジョイフィールド Ⅱ
排気量：0.66L / 駆動方式：4WD / 乗車定員：4名

●プレミアムエアコンフィルター
●ナンバープレートフレーム（メッキ）2枚
特別装備

限定

台10
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ベース車：G

車両本体価格 (税込) 1,540,000円
+特別装備価格 (税込) 41,206円
=合計価格 (税込) 1,581,206円

eKワゴン G お買い得車
排気量：0.66L / 駆動方式：4WD / 乗車定員：4名

●エクシードバイザー
●フロアマット
特別装備

●エクシードバイザー
●フロアマット
特別装備

限定

台15

Photo：G  
●ミントブルーメタリック（有料色）

(

税
込)

ベース車：G

車両本体価格 (税込) 1,738,000円
+特別装備価格 (税込) 41,206円
=合計価格 (税込) 1,779,206円

Photo：G  ●チタニウムグレーメタリック

eKクロス G お買い得車
排気量：0.66L / 駆動方式：4WD / 乗車定員：4名

限定

台3

試乗動画は
こちらから
試乗動画は
こちらから


