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長野大橋店

さまざまな新車が展示される
広くゆったりしたショールーム

ないよう常にきれいな状態で

国道18号沿い、長野大橋のたもとにある長野日産自動車本社

展示、お渡ししております。

と同じ敷地内にある店舗です。一番の自慢は店舗の広さ。店内
大町店 店長 池田

には10台ほど展示車を並べるスペースがあり、多数の人気車

景

種がご覧いただけます。店舗入り口が数カ所ありますが、お客

日産サティオ松本
大町店

И大町市大町2888 ☎0261-22-3250
С10時～19時30分 Л火曜

さまがどの入り口から来店してもすぐにお出迎えできるように
しています。女性カーライフアドバイザー、女性テクニカルス

長野日産・サティオ松本の中古車情報はコチラ
http://www.nagano-nissan.biz/sys_ucar/

中古車は整備状態などに

装備品もチェックして
アドバイスいたします！

お客さまのニーズに合う
世界で 1 台のお車を

中古車の場合、車の状態はもちろん重要ですが、タイヤ
やエンジンスターター、ナビなどの装備品にも気を配りた
い で す。 特 に ナビ は
古いものをそのまま
つけている車も多く、
お客さまの需要に合
わ せ て、 買 い 換 え や
バ ー ジ ョ ンア ッ プ を
おすすめしています。
コスゴ
コ

車種別の人気カラーを選んで
そろえています！

大町市という場所柄、4WDの需要が多いのでエクスト
レイルをはじめ各種4WDをそろえています。また、人
気のカラーを意識して選び、普通サイズからミニバンは
白やシルバー、黒などを、軽自動車は赤やベージュ、茶
色などを仕入れるように心掛けています。

ご案内致します。

大町店
カーライフアドバイザー

しっかり整備点検した車を
お渡しするので安心です！

若く元気なテクニカルスタッフが
多く、的確で迅速な対応でお客

若さあふれるフレッシュマンか
らベテランまで、アドバイザー
が豊富で、さまざまなお客さ

さまをお待たせしません。また、
安全を第一に、安心して愛車を預
けられるよう心掛けています！

まに合わせて対応することが
できます。サービス共々
笑顔でお出迎えします。

下取り車やオークションで仕入れてきた車は細かに点
検し整備をします。オイル交換やバッテリーチェックも
しっかりと行うので安心して乗っていただけます。また、
中古車購入の際には「日産中古車ワイド保証」が付き、購
入から1年間（車両価
格30万円以下の車両
はワイド保証ライトで
無料保証3カ月）は走
行距離無制限でパー
ツ類の無料保証が付
いています。

店長

サービスマネージャー

井原 利光

町田 一行

キッズスペースは
とても広く遊具も
豊富です。大人の
待合スペースも併
設で安心

店舗は本社に隣接し、大きなショールームが広がります

武居 浩二
広くゆったりとした待合ス
ペース。マンガや雑誌も多
数そろえています

車種

人気

ク
ピップ！
ッ
ア

お茶やコーヒー
などサービスド
リンクもご自由
にどうぞ

中古車 方 がご希望するおクルマをお探しいたします
の
http://www.nagano-nissan.biz/sys_ucar/
お探し
を

コスゴ
コ

よって 1 台 1 台
個性があります。

Pick Up Shop

コスゴ
コ

タッフもおり、女性にも優しい店舗を目指しています。

当社中古車検索サイト「Get-U」にてお客様

28 年式 デイズ

23 年式 モコ

目につきやすい
国道18号沿いに
は中古車の展示
もあります

最新の展示車が並びます。他店舗にはない車種の展示車も
あるので、ぜひお出かけください

29 年式 リーフ

※情報は2019年2月11日現在のものです。時期により保有車種・年式等は変わりますので、その都度お問い合わせください。

長野大橋店の

おすすめスポット

高田屋銘産店
タカダヤメイサンテン

番外編
です

上田国分店の

おすすめスポット

軽井沢 72 ゴルフ

善光寺の仲見世通りに店を構える老舗のみやげ物店です。お
菓子や食品、キーホルダーやストラップなど善光寺みやげを多

カルイザワセブンツーゴルフ

数そろえ、昨年4月には、お参りの際のひと休みにピッタリな
2

6コース、
108ホールからなる軽井沢ならではのスケールの大きなゴルフ場です。東

イートインスペースが設けられました。ソフトクリームやコー
ヒー、おやき、たい焼きなどを味わいながらゆっくりとした

入山･押立コースと南コースがいち早く4月1日（月）にオープンします。当日は、飲

時間を過ごせます。看板犬のミルちゃんも人気者ですよ。

料メーカーの商品プレゼントや抽選会など無料イベントも行われますよ。
4月12日
（金）までは「オープン記念特別料金」でプレーできるので、この機会にぜひお出かけ

カーライフアドバイザー

下さい。前売りプレー券｢納得！夏得チケット｣の販売もあります。お得な会員料金
で利用でき、特典チケットももらえるお得な｢CLUB72｣会員も募集中です！

オープン記念特別料金
●期間：2019年4月1日（月）
～4月12日
（金）
●料金
東 入山･押立コース（1Rセルフプレー）
〈平日4,980円、土曜･休日7,980円〉
南コース（1Rセルフプレー/18ホールスルー）
〈平日3,980円、土曜･休日6,980円〉
※ロッカーフィー324円、補償料35円、ゴルフ振興金50円は別途頂戴いた
します。※1 ～3バッグでご利用の場合は割増料金を頂戴いたします。
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納得！夏得チケット
●販売期間：2019年4月30日
（火）
まで
●有効期間：2019年5月18日
（土）
～9月30日
（月）
●料金
東 入山･押立コース、西 ゴールド･ブルーコース･南コース
〈1組4名 1ラウンドセルフプレー券 1枚80,000円〉
北コース、東 入山･押立コース
〈1組4名 1ラウンドキャディー付きプレー券 1枚100,000円〉

宮﨑 賢悟

3
1.晴天率の高さも軽井沢の自慢。観光や買い物を組み合
わせて楽しめるのも軽井沢ならではの魅力 2. 浅間山山
麓に6つのコースが広がり、軽井沢の雄大な自然の中でプ
レーが楽しめます 3. 各クラブハウスのレストランも充
実。写真は東クラブハウスのレストランテラス

И北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢
☎0267-48-0072
Л4月 ～11月 営 業
（ 北 コ ー ス は6月1日
（土）
オープン、南コースは12月上旬まで営業）
П各コース合計約700台

И長野市元善町486 ☎026-232-6011
С7時30分～17時
（夏期は6時30分～18時）
Лなし О30席 Пなし

Shop Data

長野日産自動車 長野大橋店

2

3

1.信州や善光寺限定のお菓子や地酒も豊富。たい焼きは焼き立てを味わえます 2.重厚な梁を
活かした民芸調のカフェスペースで心ゆくまでくつろげます 3.明治時代からみやげ物店とし
て続く老舗。門前らしい風格ある外観が目を引きます

И長野市川合新田3616-1 ☎026-221-4132
С10時～19時30分 サービス受付10時～18時 Л火曜
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