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Photo：HYBRID X 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車

ハスラー HYBRID G

※ナビゲーションは販売会社装着アクセサリーです。

2トーンカラー・オーディオレス仕様車

660cc・4人乗り・2WD・CVT車
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車は184,800円高
2トーンカラー仕様車以外は44,000円安
ピュアホワイトパール塗装車は22,000円安

スペーシア HYBRID X

全方位モニター用カメラパッケージ・
アップグレードパッケージ装着車
ホワイト2トーンルーフ・オーディオレス仕様車

車両本体価格

．
９１
１４０万円

660cc・4人乗り・2WD・CVT車
全方位モニター用カメラパッケージ非装着車は88,000円安
アップグレードパッケージ非装着車は77,000円安
ホワイト2トーンルーフ仕様車以外は44,000円安
ピュアホワイトパール塗装車は22,000円安

（消費税抜き1,281,000円）

軽自動車

車両本体価格

.36
１７3万円

前方＆後方

マイルドハイブリッド

衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

（消費税抜き1,576,000円）

ハスラー HYBRID G
スズキ セーフティ サポート非装着車
2WD・CVT車

スペーシア HYBRID G 2WD・CVT車
スズキ セーフティ サポート非装着車

129.8万円からご用意しております。

128.04万円から
ご用意しております。

軽自動車
マイルドハイブリッド

前方＆後方
衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

Photo:アクティブイエロー ホワイト2トーン

Photo:オフブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ

Photo：全方位モニター用カメラパッケージ装着車

※ナビゲーションは販売会社装着アクセサリーです。

ワゴンR HYBRID FX
Photo:全方位モニター用カメラパッケージ装着車

ラパン モード

2トーンルーフ・オーディオレス仕様車

660cc・4人乗り・2WD・CVT車
全方位モニター用カメラパッケージ装着車は52,800円高
ホワイト2トーンルーフ仕様車以外は44,000円安
ピュアホワイトパール塗装車は22,000円安

ラパンモード 2WD・CVT車

141.9万円からご用意しております。

オーディオレス仕様車

※ナビゲーションは販売会社装着アクセサリーです。

660cc・4人乗り・2WD・CVT車
全方位モニター用カメラパッケージ装着車は74,800円高
ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高

．
０４
１２８万円
（消費税抜き1,164,000円）

ワゴンR FA スズキ セーフティ サポート非装着車
2WD・CVT車/2WD・5MT車

109.89万円からご用意しております。

車両本体価格

.3
１４６万円

（消費税抜き1,330,000円）

軽自動車

車両本体価格

前方＆後方
衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

軽自動車
Photo:ノクターンブルーパール ホワイト2トーンルーフ

Photoフェニックスレッドパール

マイルドハイブリッド

前方＆後方
衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

〈デュアルセンサーブレーキサポート・デュアルカメラブレーキサポート・後退時ブレーキサポート・誤発進抑制機能・後方誤発進抑制機能・アダプティブクルーズコントロール
［全車速追従機能付］
について〉■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安

全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、
作動しない場合があります。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ヤトミ商会

カワイイのに
、カッコイイ。
SUVなのに、カ
ジュアル。

スズキ商談会！
！
イベント開催日

Photo:HYBRID MZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車

クロスビー HYBRID MZ
2トーンルーフ・オーディオレス仕様車
全方位モニター用カメラパッケージ装着車
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車両本体価格

1000㏄・5人乗り・2WD・6AT車
全方位モニター用カメラパッケージ非装着車は55,000円安
2トーンルーフ、3トーンコーディネート仕様車以外は44,000円安

．
１５
２１６万円

（消費税抜き1,965,000円）

Photo:タフカーキパールメタリック ブラック2トーンルーフ

前方＆後方

小型車
マイルドハイブリッド

クロスビー HYBRID MX 2WD・6AT車

180.51万円からご用意しております。

衝突被害軽減
ブレ ーキ搭載
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コ

Photo:HYBRID MZ 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車

ソリオ HYBRID MX

オーディオレス仕様車 スズキ セーフティ サポート装着車

1200㏄・5人乗り・2WD・CVT車
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車は187,000円高
ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高

小型車
マイルドハイブリッド

前方＆後方
衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

０２
１８５．万円
車両本体価格

（消費税抜き1,682,000円）

ソリオ G
スズキ セーフティ サポート非装着車
2WD・CVT車

151.58万円から
ご用意しております。

Photo:スピーディーブルーメタリック

当店にて

この機会に是非、当店までお越しください。

クールで上質

なソリオ！

ソリオ バンディット HYBRID MV
2トーンルーフ・オーディオレス仕様車

1200㏄・5人乗り・2WD・CVT車

メロウディープレッドパール・フレイムオレンジパールメタリック・
スピーディーブルーメタリックのブラック2トーンルーフ仕様車以外は44,000円安
プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車は22,000円高
ピュアホワイトパール・プレミアムシルバーメタリック・グリッターバイオレットパール塗装車は22,000円安

ソリオ バンディット HYBRID MV 2WD・CVT車
Photo：メロウディープレッドパール ブラック2トーンルーフ

200.64万円からご用意しております。

０４
２０５．万円
車両本体価格

（消費税抜き1,864,000円）

小型車

前方＆後方

マイルドハイブリッド

衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

コンパクト

Photo:HYBRID SZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車

2トーンルーフ・オーディオレス仕様車
1200㏄・5人乗り・2WD・CVT車

新型ソリオ

室内も荷室もさらに広々！
後席スライドドアで
乗り降りラクラク！
！

ーティー！
＆軽快でスポ

スイフト HYBRID MG

試乗車あります。
スペーシア
室内広々スペース！

ワゴンR

乗る人の毎日を考えた軽！

アルト

シンプルでリーズナブルな軽

Photo:HYBRID SZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車
※ナビゲーションは販売会社装着アクセサリーです。

車両本体価格

１６７万円

．
７５

バーニングレッドパールメタリック、
ピュアホワイトパール塗装車は22,000円安
フレイムオレンジパールメタリック ブラック2トーンルーフ、
ラッシュイエローメタリック シルバー2トーンルーフ仕様車以外は44,000円安
（消費税抜き1,525,000円）
全方位モニター用カメラパッケージは52,800円高

小型車
マイルドハイブリッド

Photo:ラッシュイエローメタリック シルバー2トーンルーフ

前方＆後方
衝突被害軽減
ブレーキ 搭 載

スイフト XG スズキ セーフティ サポート非装着車

137.72万円 からご用意しております。

【2WD・5MT車】
【2WD・CVT車】

※掲載の価格には保険料・税金
（消費税を除く）・登録
（届出）等に伴う費用等は含まれておりません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

自動車リサイクル法により リサイクル料金が別途必要となります。

https://www.base-yatomi.com/

