
様 平成31年04月01日～平成31年09月30日

■本シートは　　　　　　　　　の情報を基に当店が責任を持って編集しております。 ■一部の福祉車両を除き、掲載価格は消費税込となります。保険料・消費税以外の税金、登録等に伴う費用が別途必要です。
■支払総額には、車両本体価格の他、自賠責保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。 ■支払総額は、販売店所在地の所轄運輸局での登録と店頭納車の場合の価格です。
■物件毎に表示されている3桁の数字は車台番号の末尾です。 ■各項目の定義はカーセンサーに準拠しています。

経済的・安全装備の充実した車はいかが？
１３年以上の車は自動車・重量税ともに上がります。　さらに最近は燃費・安全性も飛躍的

に向上しています。

情報対象期間：

2019年4月12日

ＣＸ－８ ２．５ ２５Ｓプロア
クティブ

装備
仕様

319.0万円

6AT/エコカー減税対象車/ワンオーナー
/アイドリングストップ/衝突被害軽減ブレ
ーキ/クルーズコントロール/盗難防止装置
/フロントカメラ/バックカメラ/サイドカ
メラ/全周囲カメラ

年：2018年　走：15km　検：2021年11月

年：2018年/走：35km/検：2021年9月

デミオ １．５ １５Ｓツーリング

178.0万円

199.0万円

年：2019年　走：10km　検：2022年1月

装備
仕様

ＣＸ－３ ２．０ ２０Ｓ

6AT/エコカー減税対象車/ワンオーナー
/アイドリングストップ/衝突被害軽減ブレ
ーキ/クルーズコントロール/盗難防止装置
/フロントカメラ/バックカメラ/サイドカ
メラ/全周囲カメラ

ＣＸ－５ ２．５ ２５Ｔ Ｌパ
ッケージ

6AT/エコカー減税対象車/ワンオーナー
/アイドリングストップ/衝突被害軽減ブレ
ーキ/クルーズコントロール/盗難防止装置
/フロントカメラ/バックカメラ/サイドカ
メラ/全周囲カメラ

319.0万円

年：2018年　走：10km　検：2021年11月

装備
仕様

万円

ＣＸ－５ ２．２ディーゼルターボＸＤ ４Ｗ
Ｄ ナビ　バックモニ　ＥＴＣ

108.0
年：2012年/走：13.3万km/検：2021年2月

万円

フレアワゴン ６６０カスタムスタイル ハイ
ブリッドＸＳ

165.9
年：2019年/走：20km/検：2022年1月

万円

トリビュート ２．０ＬＸ Ｇパッケージ

17.9
年：2003年/走：9.4万km/検：車検整備無

万円

キャロル ６６０ＧⅡ

9.9
年：2007年/走：7.1万km/検：車検整備別

万円

キャロル ６６０ＧⅡ

12.8
年：2008年/走：4.2万km/検：車検整備別

万円

キャロル ６６０ＧＳ

64.8
年：2015年/走：4.5万km/検：2020年2月

万円

ＡＺ－ワゴン ６６０ＸＳスペシャル

54.8
年：2012年/走：3.9万km/検：車検整備別

147 489 354

800 986 743 469

537 853 179 754

白 真珠 真珠

深銀Ｍ 白 黒 銀

薄茶 桃 茶 銀

※整備費用 29,700円 ※整備費用 29,700円 ※整備費用 29,700円

保証距離：10.0万km
保証期間：2023年11月まで

保証距離：10.0万km
保証期間：2024年1月まで

保証距離：10.0万km
保証期間：2023年9月まで

保証距離：10.0万km
保証期間：2025年1月まで

保証距離：10.0万km
保証期間：2020年2月まで

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

【リ済込】リサイクル料金預託済。価格に預託金相当額が含まれます。【リ済別】リサイクル料金預託済。価格に預託金相当額は含まれず、別途必要です。 【リ未】リサイクル料金未預託。廃車時にリサイクル料金が別途必要です。
【◯◯＋リ追】廃車時にリサイクル料金が別途必要な装備がついています。 【リ対象外】リサイクル料金は発生しません。



マツダオートザム掛川

0066-9711-821641

静岡県掛川市城西２－７－２６

営業時間：
09:00～19:00
定休日：
無

無料
電話

※一部ダイヤル回線、IP・光回線は無料電話をご利用頂けません。

【リ済込】リサイクル料金預託済。価格に預託金相当額が含まれます。【リ済別】リサイクル料金預託済。価格に預託金相当額は含まれず、別途必要です。 【リ未】リサイクル料金未預託。廃車時にリサイクル料金が別途必要です。
【◯◯＋リ追】廃車時にリサイクル料金が別途必要な装備がついています。 【リ対象外】リサイクル料金は発生しません。

年：2004年/走：2.4万km/検：車検整備別

デミオ １．３カジュアル

9.0万円 万円

ｂＢ １．５Ｚ

18.9
年：2006年/走：9.2万km/検：2019年9月

万円

デミオ １．３ １３Ｃ－Ｖ

14.8
年：2008年/走：4.6万km/検：2021年1月

万円

マーチ ５ドア１．２Ｘ Ｖセレクション

49.0
年：2014年/走：5.1万km/検：車検整備無

万円

スクラム トラック ＫＵスペシャル ＡＴ
エアコン パワステ

16.8
年：2001年/走：9.1万km/検：車検整備別

万円

スクラム トラック６６０ＫＵ農繁パック３方
開 ４ＷＤ

29.8
年：2002年/走：2.6万km/検：車検整備別

万円

スクラム トラック６６０ＫＣパワステ３方開
 ４ＷＤ ５ＭＴ

36.8
年：2010年/走：5.2万km/検：車検整備別

万円

スクラム トラック６６０ＫＣパワステ３方開
 ５ＭＴ

24.8
年：2003年/走：3.6万km/検：車検整備別

万円29.8

ハイゼット トラック６６０エアコンパワステ
ＳＰ ３方開 ４ＷＤ

年：2005年/走：9.3万km/検：車検整備無
万円

ハイゼット トラック６６０農用スペシャル
３方開 ４ＷＤ

38.0
年：2006年/走：6.0万km/検：車検整備付

万円

ピクシストラック ６６０スペシャルエアコン
Ｐステ ４ＷＤ ＥＴＣ

65.8
年：2012年/走：7.8万km/検：2020年9月

万円

スクラム バン６６０ＰＣ ハイルーフ ５Ｍ
Ｔ

39.0
年：2013年/走：4.6万km/検：車検整備別

万円

ボンゴ トラック１．８ＤＸダブルタイヤ

59.8
年：2006年/走：4.2万km/検：車検整備別

万円

ファミリア バン１．５ＸＬ

29.8
年：2006年/走：3.6万km/検：2019年5月

998 597 726 151

323 358 117

186 670 865 563

510 895 714

銀 青 桃 黒

白 白 白

白 白 白 白

白 白 銀

※整備費用 29,700円 ※整備費用 8,640円

※整備費用 29,700円 ※整備費用 29,700円 ※整備費用 29,700円

※整備費用 29,700円

※整備費用 29,700円 ※整備費用 29,700円

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

本体価格 本体価格 本体価格

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

本体価格 本体価格 本体価格

■本シートは　　　　　　　　　の情報を基に当店が責任を持って編集しております。 ■一部の福祉車両を除き、掲載価格は消費税込となります。保険料・消費税以外の税金、登録等に伴う費用が別途必要です。
■支払総額には、車両本体価格の他、自賠責保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。 ■支払総額は、販売店所在地の所轄運輸局での登録と店頭納車の場合の価格です。
■物件毎に表示されている3桁の数字は車台番号の末尾です。 ■各項目の定義はカーセンサーに準拠しています。

2019年4月12日


