
3月特選中古車情報 売りますレンタカー売りますレンタカー レンタカーとして利用している車両を売ります。
常時点検管理しておりますので安心です。 試乗もできます !

H20年式 (検2年付) 
ダイハツ  ミラL  セレクション
48.548.5万円万円

5.7 万㌔

57.557.5

4WD

H20年式 (検H33.3)
ホンダ  ライフ  コンフォート

7万㌔

万円万円

H19 年式 (検H33.2)
スズキ  セルボ TX
48.648.6万円万円

8.1 万㌔

4WD

73.573.5万円万円
H24 年式 (検H33.2)
三菱  ekワゴン M

5.7 万㌔

83.583.5万円万円

4WD

H23年式 (検2年付) 
スズキ  スイフト XG

7.6 万㌔

H20 年式 (検2年付) 
スバル  ステラ　カスタムＲ
53.853.8万円万円

7.5 万㌔ H20 年式 (検H33.3)
スバル  ステラＬ
49.849.8万円万円

9 万㌔

H20 年式  (検H32.3)
ホンダ  ライフＧ
45.845.8万円万円

9.5 万㌔H21 年式  (検2年付) 
三菱  トッポ  ローデストＧ

5353万円万円
6.3 万㌔

4WD

H24 年式 (検H31.11)
ダイハツ  ミライース Lf  メモリアルエディション

7373万円万円
5.1 万㌔

H18 年式 (検2年付) 
スズキ  ワゴンＲ  FX

万円万円

4 万㌔

48.848.8万円万円

H21 年式 (検H32.9)
スズキ  セルボワゴン G
55.555.5万円万円

1.8 万㌔H22 年式 (検H33.3)
マツダ  AZ-ワゴンXG

6363万円万円
7.6 万㌔

H18 年式 (検2年付) 
ダイハツ  ムーヴラテ  クール

万円万円47.547.5
4.3 万㌔

4WD

H19 年式 (検H32.7)
ダイハツ  ムーヴ  X  Limited

万円万円5858
6.9 万㌔

H21 年式 (検H32.8)
ダイハツ  ムーヴ  X  VS

万円万円5757
6.2 万㌔

59.659.6万円万円
H25年式 (検H33.2)
スズキ  アルトエコ S 

3.8 万㌔

62.562.5万円万円
H24年式 (検2年付) 
ダイハツ  ミラ X

4 万㌔

38.838.8万円万円
H17年式 (検H33.2)
ホンダ  ライフ  Fタイプ

7.1 万㌔ H25 年式 (検2年付) 
日産  マーチ12S  V パッケージ
66.566.5万円万円

4 万㌔H26 年式 (検H32.3)
ホンダ  フィット 13G

万円万円

4.9 万㌔

75758383
H25 年式 (検H32.3) 6 万㌔
ホンダ  フィット 13G

万円万円

H19 年式 (検H32.3)
スバル  ステラ  L
43.543.5万円万円

7.2 万㌔ H19 年式 (検H32.1)
マツダ  AZワゴン  FX-S ｽﾍﾟｼｬﾙ

万円万円51.551.5
5.8 万㌔



3月特選中古車情報 売りますレンタカー売りますレンタカー レンタカーとして利用している車両を売ります。
常時点検管理しておりますので安心です。 試乗もできます !

H16 年式 (検2年付) 
トヨタ  ヴィッツ  U  L ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
23.823.8万円万円

9.6 万㌔

4WD

H14 年式 (車検無し)   
トヨタ  エスティマL  アエラス

12.4 万㌔

H16 年式   (検H31.12)
ダイハツ  ミラアヴィ  Lｾﾚｸｼｮﾝ

2828万円万円
7.7 万㌔

H18 年式 (検H32.3)
ホンダ  モビリオA

2525万円万円
11.7 万㌔

H18 年式 (検2年付) 
トヨタ  パッソ X  V パッケージ

2222万円万円
12.9 万㌔

H25 年式 (検H32.1) 
トヨタ  パッソ 1.0Ｘ 

万円万円61.661.6
4.6 万㌔

●表記の車検日は車検満了年月を記載しております。
●表記の価格は車両代・登録諸費用・消費税を含みます。(自動車税は別になります )

売りますレンタカー売りますレンタカー売りますレンタカー売りますレンタカー
見て・乗って(試乗して)お車にご納得いただいてからのご購入となります。

は、

安心の1年間保証付き安心の1年間保証付き 全車、夏冬ホイール＆タイヤ（中古）付き全車、夏冬ホイール＆タイヤ（中古）付き
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H16 年式 (検H31.11)
ﾀﾞｲﾊﾂ  ﾑｰｳﾞｶｽﾀﾑL Vｾﾚｸｼｮﾝ
29.829.8万円万円

7.5 万㌔

現状渡し現状渡し３ヶ月
保証付

万円万円12.812.8
H15年式 (検H32.4)
三菱  トッポBJ  S リミテッド

16.4 万㌔

H20 年式 (検H33.3) 11.7 万㌔
トヨタ  パッソ  V パッケージ

万円万円2525

4WD

万円万円1313
車検・整備費別途車検・整備費別途

スノータイヤ無しスノータイヤ無し

H4年式 (車検無し)    
ｽｽ ｷ゙ ｼ ﾑ゙ﾆｰﾊ ﾝ゙ 特別限定車 ｽｺｯﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞ

9.1 万㌔

３ヶ月
保証付

現状渡し現状渡し 現状渡し現状渡し

万円万円19.819.8
H14年式 (検2年付) 
日産  ｻﾆｰ ｾﾀﾞﾝ  EXｻﾙｰﾝSVﾘﾐﾃｯﾄﾞ

7.9 万㌔

H24 年式 (検2年付) 
日産  マーチ12S

万円万円57.857.8
5.9 万㌔ H23 年式 (検H31.9) 

日産  ノート 15X
6363万円万円

2.8 万㌔

5656万円万円
H21 年式 (検H31.8)
トヨタ  iQ  100X

5.1 万㌔

H17 年式 (検2年付) 
日産  マーチ  12C  Vｾﾚｸｼｮﾝ
32.532.5万円万円

3.9 万㌔

万円万円63.563.5
H20 年式 (検H33.2)
マツダ  プレマシー  CS

5.8 万㌔ H18 年式 (検2年付) 
ホンダ  オデッセイ  M

万円万円68.568.5
5.1 万㌔

H18 年式 (検H33.2)
スズキ  アルトE

2323万円万円
10.7 万㌔

特 価
特 価

特 価
特 価

特 価

特 価
特 価

特 価
特 価

特 価
特 価


