
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。4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 試乗して

お確かめ
ください

xfスマート
セレクションSA 

スズキ ワゴンR　FX ダイハツ タントエグゼG

4.2 万㌔H26年式 (2年車検付)
ダイハツ ミラバン TX ３ドア

56.5万円56.5万円
4.9 万㌔H26年式 (検R5.2)

スズキ アルトエコ L
66.8万円66.8万円

3.1 万㌔H24年式 (検R6.2)
三菱 ekワゴン MX 

68.5万円68.5万円
5.4 万㌔H29年式 (検R5.3)

ホンダ N-BOX + 車いす仕様車
97万円97万円

5.5 万㌔H23年式 (検R4.8)
スズキ ワゴンR スティングレー LTD

75.5万円75.5万円
7.3 万㌔H22年式 (検R5.2)

スズキ パレット X
63.8万円63.8万円

6.9 万㌔H21年式 (検R6.1)
ホンダ ライフ C ファインスペシャル 

45万円45万円

ＮＥＷ

7.5 万㌔H25年式 (検R5.2)
スズキ アルトエコ S

49.8万円49.8万円

7.1 万㌔H24年式 (検R5.6)
スズキ アルト F

42.6万円42.6万円
5.9 万㌔H23年式 (検R5.1)

ダイハツ ミライース G
46.8万円46.8万円

4.3 万㌔H21年式 (検R6.3)
ダイハツ ムーヴラテ VS

43.5万円43.5万円
5.7 万㌔H21年式 (検R4.10)

日産 モコ E
43.8万円43.8万円

6.7 万㌔H21年式 (検R4.11)
スバル ステラ カスタムR

52.5万円52.5万円

9.5 万㌔H21年式 (検R5.3)
三菱 トッポ ローデストG

38.8万円38.8万円
7.4 万㌔H21年式 (検R4.8)

ダイハツ ミラ X Limited “ER” 
36.8万円36.8万円

11.0 万㌔H22年式 (検R5.3)
マツダ AZ-ワゴン XG

32.8万円32.8万円
6.0 万㌔H22年式 (検R5.4)

ダイハツ タント エグゼ G
49.8万円49.8万円

3.5 万㌔H22年式 (検R5.7)
スズキ ワゴンR FX

50.5万円50.5万円
5.7 万㌔H22年式 (検R5.6)

スバル ルクラ L
51.5万円51.5万円

10.4 万㌔H24年式 (検R5.4)
日産 モコ X

41.6万円41.6万円

6.6 万㌔H19年式 (検R6.1)
スズキ アルトラパン L

56.5万円56.5万円
6.2 万㌔H19年式 (検R4.10)

ホンダ ゼスト スポーツW
38.8万円38.8万円

6.2 万㌔H20 年式 (検R5.11)

三菱パジェロミニ ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ
ｴﾃﾞｨｼｮﾝ

75万円75万円

5.1 万㌔H24年式 (検R5.2)
ダイハツ ムーヴコンテ L

63.5万円63.5万円



4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。

 

●表記の車検日は車検満了年月を記載しております。

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。

安心の 1年間保証または３ケ月保証付安心の 1年間保証または３ケ月保証付
＊初度登録が平成 20 年以降の車＊初度登録が平成 20 年以降の車 ＊初度登録が平成 20 年未満の車＊初度登録が平成 20 年未満の車

株式会社　前川商会
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085 1 2 - 2 - 0 7 5 0

パチンコ
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早川
石油
早川
石油

隠岐の島
警察署
隠岐の島
警察署

西郷
日石
西郷
日石

隠岐の島町西町名田ノ五 1-5
★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)

https://www.maekawashokai.co.jp/

トヨタ  パッソ 1.0Ｘ 日産  ティーダ15M SV+プラズマ

38.8万円38.8万円
5.3 万㌔

日産  マーチ12S
H23 年式 (2年車検付)

45.8万円45.8万円
6.2 万㌔

日産  マーチ12S  V パッケージ
H25 年式 (検R5.4)

39.8万円39.8万円
6.7 万㌔

マツダ プレマシー CS
H20 年式 (2年車検付)

59.8万円59.8万円
6.9 万㌔

マツダ プレマシー 20CS
H23 年式 (2年車検付)

4.1 万㌔

53.5万円53.5万円
H24 年式   (2年車検付) 
日産ティーダ15M SV+プラズマ

6.2 万㌔

45.5万円45.5万円
H18 年式   (2年車検付) 
ホンダ オデッセイ M

55.8万円55.8万円
6.5 万㌔H25 年式 (検R5.3 )

トヨタ パッソ1.0X
55.8万円55.8万円

5.5 万㌔H25 年式 (検R5.3 )
三菱 ミラージュ M

58.5万円58.5万円
5.5 万㌔H25 年式  (検 R5.3)   

日産  ノート　X

ek

4.3 万㌔H23年式 (検R5.5)
三菱 ミニキャブバン ハイルーフ

63.5万円63.5万円
6.5 万㌔H23年式 (検R6.3)

三菱 ミニキャブトラック V
69.5万円69.5万円

3.6 万㌔H18 年式 (検R4.8)

44.5万円44.5万円
スズキ キャリィトラック KC AC

8.3 万㌔
日産  マーチ12S
H24 年式 (2年車検付)

39.8万円39.8万円

9.5 万㌔H19年式 (検R6.3)
マツダ AZワゴン FX-Sスペシャル

29.8万円29.8万円
5.9 万㌔H23年式 (検R6.3)

日産 クリッパーバンDX ﾊｲR
65.5万円65.5万円

9.3 万㌔H20年式 (検R6.3)
三菱 ekワゴン M

35万円35万円

タイミングベルト交換済み

まずは、お気軽にご連絡ください !!

試乗して
お確かめ
ください

ネットでチラシ掲載中

2022 年 3 月作成

30％
    OFF

クリスタルキーパー (1年コーティング )    
透明感のあるガラス特有のツヤ

コーティングで愛車のキレイを
長もちに。

￥13,650
例  S サイズ
ヴィッツ /マーチ
タント /N-BOX など

定価(税込 ) ￥19,500 30% OFF

( 税込 ) 


