
専門専門
登録済登録済登録済

未使用車未使用車未使用車
登録済

未使用車
ちょい
乗り車
ちょい
乗り車

アサノがさらに
購入サポート!!

http://www.asanocar.com
検索長岡  未使用車チラシ掲載車は10月27日現在の

もので、売約済となる可能性がご
ざいますのでご了承ください。

ワゴンR  FXワゴンR  FX

車台番号／663

ピンク

●平成26年式
●車検29年3月●走行5㎞
●FF●CVT●ABS●CD
●キーレス●Wエアバッグ
●オートAC●エネチャージ 89.8万円車台番号／363 84.8万円

138万
円

84.8万円

89.8万円

最大10万円購入補助金
アサノ
購入サポート
アサノ
購入サポート

●平成25年式
●車検28年12月
●走行1,200㎞
●FF●CVT●キーフリー
●Wエアバッグ●ABS
●オートAC●エネチャージ
車台番号／509

車台番号／451

ブラック

●平成25年式●車検28年9月
●走行4㎞●CVT●キーフリー
●ABS●スマホ連携ナビ
●Wエアバッグ●イモビライザー
●シート・ミラーヒーター

〈当社在庫一例〉

シルバー

エブリイ バン PAエブリイ バン PA

車台番号／884

●平成26年式
●車検28年5月●走行5㎞
●PS●AC●Wエアバッグ
●AM/FMラジオ 89.8万円

5MT
ミラ ココア Lミラ ココア L

車台番号／902

ブラック

●平成26年式●車検29年4月
●走行1,400㎞●FF●CVT
●CDプレーヤー●エアバッグ
●ABS●キーレスエントリー
●アイドリングストップ

94.8万円 94.8万円 94.8万円

ワゴンR FXリミテッドワゴンR FXリミテッド

車台番号／703

ブルー

●平成24年式●車検27年9月
●走行80㎞●CVT●キーレス
●Wエアバッグ●オーディオレス
●オートAC●エネチャージ
●エアロ●アルミ●HID●ABS

69.8万
円 69.8万

円車台番号／611

●平成26年式
●車検29年5月●走行3㎞
●FF●AT●キーレス
●Wエアバッグ●CD64.8万

円車台番号／108

●平成25年式
●車検28年6月●走行3㎞
●FF●AT●キーレス
●Wエアバッグ●CD 84.8万円車台番号／730

シルバー

ワゴンR スティングレー XワゴンR スティングレー X

●平成24年式●車検27年9月
●走行1,760㎞●CVT
●イモビライザー●キーフリー
●アイドリングストップ
●オートAC●HID
●オーディオレス
車台番号／973

ブラック

MRワゴン
Wit TS
MRワゴン
Wit TS

ブラウン

アルト Fアルト F
ベージュ

アルト Fアルト F

54.8万
円車台番号／747

●平成25年式●車検27年7月
●走行10㎞●FF●CVT
●キーレス●Wエアバッグ
●AM/FMラジオ

ホワイト

アルト VAN VPアルト VAN VP

新型フレアワゴン XS新型フレアワゴン XS

89.8万
円車台番号／074

●平成25年式●車検28年9月
●走行2,600㎞●FF●CVT
●Wエアバッグ●キーレス
●イモビライザー●AC
●オーディオレス●ABS

ピンク

MRワゴン ECO-XMRワゴン ECO-X

89.8万円車台番号／999

●平成25年式●車検28年12月
●走行3,000㎞●FF●CVT
●キーレス●ABS
●Wエアバッグ●オートAC
●VSA●アイドリングストップ
●CD

メモリー
ナビ

メモリー
ナビ

ピンク

デイズ Jデイズ J

89.8万円車台番号／941

●平成25年式●車検28年6月
●走行1,500㎞●FF●CVT
●キーレス●ABS
●Wエアバッグ●AC

ブラック

デイズ Sデイズ S

ブラック

デイズ Jデイズ J

89.8万円車台番号／955

●平成25年式●車検28年6月
●走行3,120㎞●FF●CVT
●AC●ABS●Wエアバッグ
●オーディオレス●キーレス

ブラック

ピクシス スペース Lピクシス スペース L

89.8万円車台番号／495

●平成25年式●車検28年3月
●走行4,600㎞●FF●CVT
●キーレス●ABS
●Wエアバッグ
●アイドリングストップ
●社外HDDナビ●ETC

●平成26年式●車検29年1月
●走行1,600㎞●FF●CVT
●キーフリー●イモビライザー
●アイドリングストップ●AC
車台番号／044

ブルー

MRワゴンMRワゴン

●平成25年式●車検28年6月
●走行2,000㎞●CVT●キーフリー
●Wエアバッグ●ABS●HID
●イモビライザー●オーディオレス
車台番号／641

Xセレクション

108108万
円 117万

円

ワゴンR スティングレー XワゴンR スティングレー X
ナビ

123万
円

●平成25年式●車検28年9月
●走行2,300㎞●CVT●ターボ
●Wエアバッグ●ABS●HID
●タッチCD＋バックモニター
●エネチャージ●オートAC
車台番号／286108万

円

●平成25年式●車検28年12月
●走行600㎞●CVT
●キーフリー●Wエアバッグ
●ABS●オーディオレス
●オートAC●イモビライザー
●アルミホイール
●アイドリングストップ
車台番号／827 128万

円

未
使
用
車
な
ら！

ち
ょ
い
乗
り
車
も

ち
ょ
い
乗
り
車
も

●平成25年式
●車検28年12月
●走行1,200㎞●FF●CVT
●キーレス●ABS
●Wエアバッグ●オートAC
●VSA●アイドリングストップ
●オーディオレス

ワゴンR  FXワゴンR  FX

車台番号／390

ブラック

84.8万円●平成25年式
●車検28年8月●走行1,900㎞
●FF●CVT●Wエアバッグ
●ABS●CD●オートAC
●エネチャージ●キーレス 89.8万円

N ONE GN ONE G
シルバー

N WGN GN WGN G
シルバー

浅野商会
HP

毎週
チェック!!

車台番号／383

ブラック

106106万
円

●平成26年式●車検29年4月
●走行5㎞●CVT●キーレス
●Wエアバッグ●オーディオレス
●オートAC●エネチャージ●ABS

ワゴンR FXワゴンR FX

車台番号／674

●平成25年式
●車検28年12月
●走行2,800㎞●FF●CVT
●キーレス●Wエアバッグ
●ABS●CD●エネチャージ

ホワイト

アルト eco Lアルト eco L

74.874.8万円万円車台番号／084

●平成24年式
●車検27年11月●走行9㎞
●CVT●キーレス●ABS
●Wエアバッグ●オーディオレス
●アイドリングストップ

シルバー

ミラ イース Lfミラ イース Lf

74.8万円車台番号／870

●平成26年式
●車検29年5月
●走行7㎞●FF●CVT
●キーレス●Wエアバッグ
●ABS●CD●エネチャージ

ブラウン

アルト eco Lアルト eco L ブラック

ムーヴ L-SAムーヴ L-SA

●平成25年式
●車検28年12月●走行13㎞
●FF●CVT●キーレス
●スマートアシスト●CD
●Wエアバッグ●ABS
●アイドリングストップ
車台番号／129

ブラウン

アルト eco Lアルト eco L

車台番号／476

●平成25年式
●車検28年7月
●走行1,500㎞●CVT
●キーレス●Wエアバッグ
●ABS●CD●エネチャージ

ラパン Gラパン G
ブラック

●平成26年式
●車検29年3月
●走行3,100㎞●FF●CVT
●CD●Wエアバッグ
●キーフリー●イモビライザー
●アイドリングストップ
車台番号／110

94.894.8万円万円

シルバー

デイズ Sデイズ S

車台番号／586

●平成25年式
●車検28年11月
●走行2,000㎞●CVT
●キーフリー●オーディオレス
●イモビライザー●AC
●アイドリングストップ

99.8万円 99.8万円車台番号／530

●平成25年式●車検28年7月
●走行4,900㎞●CVT
●Wエアバッグ●ABS
●イモビライザー●AC
●タッチCD＋バックモニター

パールホワイト

MRワゴン GMRワゴン G

ブラック

●平成25年式●車検28年10月
●走行3,800㎞●CVT
●キーフリー●イモビライザー
●アイドリングストップ●HID
●オートAC●CD●MD
車台番号／025

ナビナビ

ナビ

マルーン

ムーヴ カスタム
X-LTD SA
ムーヴ カスタム
X-LTD SA

128128万
円

●平成26年式●車検29年1月
●走行5,300㎞●CVT
●キーフリー●Wエアバッグ
●ABS●アイドリングストップ
●オートAC●スマートアシスト
●ナビ＋バックカメラ
車台番号／568

レッド

ムーヴ カスタム
X-LTD SA
ムーヴ カスタム
X-LTD SA

●平成26年式●車検29年1月
●走行2,500㎞●CVT
●Wエアバッグ●キーフリー
●ABS●アイドリングストップ
●オートAC●スマートアシスト
●ナビ＋バックカメラ
車台番号／863

ラパン XLラパン XL
ベージュ

社外HDD
ナビ

水色

モコ Xモコ X

●平成25年式
●車検28年12月
●走行3,600㎞
●FF●CVT●キーフリー
●Wエアバッグ●ABS
●オートAC●エネチャージ
車台番号／680 94.8万円

メモリー
ナビ

ピンク

モコ Xモコ X

税込税込税込 税込税込

税込

税込 税込 税込 税込

税込 税込

税込

税込

税込税込

税込

税込税込

税込

税込

税込税込

税込

税込 税込税込 税込

税込 税込 税込

税込

税込 税込


