ご来場プレゼント

Volkswagen 中村

OPEN 1周年

おかげさまで

1周年

Anniversary Fair

角食パン（1斤）
各日先着

100個 / 計 200個

はちみつと練乳のほんのり
甘みの入った、
しっとりとした
口当たりの高級食パンです。

※写真はイメージです

選 べ るご 成 約 プ レ ゼ ント
期間中、Volkswagenの新車またはDWA（認定中古車）
を
ご成約いただいたお客様へうれしいプレゼントをご用意!
［対象・条件］
2022年4月23日
（土）
・24日
（日）
の期間中にご成約いただいた方。

4 23SAT 24 SUN

A
名古屋観光ホテル
ホテルご利用券
1万円分

この度、4/23（土）
・24（日）の2日間、

Volkswagen 中村はOPEN1周年を記念した
特別なフェアを実施いたします。
皆様のお越しをスタッフ一同、

B

心よりお待ちしております。
店長

期間中、
ご来場いただいたお客様へ感謝の気持ちをこめて!

清水 雅俊

カタログギフト

リンベル
ザ・プレミアム

「パウダーピンク」
コース

C
BRUNO

コンパクト
ホットプレート
※在庫状況によっては、
プレゼントのご希望に添えない、
またはお届けにお時間をいただく場合がございます。

Volkswagen 中村

至 中村日赤

公式HP

公式Instagram
アカウント

黄金
跨線橋南

長良町3

認定中古車センター

松葉公園
篠原橋通3

TEL:052-355-1115

〒454-0838 愛知県名古屋市中川区太平通1-37

認定中古車もお任せください！

烏森駅

中川運河

公式Instagram
アカウント

Volkswagen 中村

至 大須

公式HP

Volkswagen 中川松葉公園
認定中古車センター

線

古屋

環状線

Volkswagen 中村

Volswagen 中川松葉公園 認定中古車センター

至 名古屋

名
近鉄

名古屋高速

至 桑名

住
所 ／〒453-0851 愛知県名古屋市中村区畑江通5丁目10番地
営業時間 ／10：00〜17：00（火・水・木）
／10：00〜19：00（金・土・日・祝）
（祝日の場合は営業、翌火曜日は休業）
定 休 日 ／月曜日
T E L ／052-483-1155

至 栄生

畑江通5

中川警察署

八熊通
松葉公園
至1号線・昭和橋

店舗在庫車の
検索はこちら
※詳しくは購入希望店舗に
お問い合わせください。

安心してご利用頂けるよう、お客様がご利用されるスペース、
及び展示場・展示車は定期的に除菌しております。
皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

Golf eTSI R-Line

新型ポロ予約注文キャンペーン実施中

1.5ℓTSI®・4ドア・7速DSG®・右ハンドル
車両本体価格

¥3,888,000

＊1

※ボディカラー：オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト。

［対象期間・条件］ 2022 年 4月20 日〜6月22日までの期間中にキャンペーンにご応募いただき、

残価設定型ローン

対象車種 ( 新車 ) をご成約、かつ 9月末までに車両登録を完了された方。

Golf eTSI R-Line

車両本体価格 3,888,000円＊1

［ 対 象 車 種 ］ 新型ポロ TSI Active Basic / TSI Active / TSI Style / TSI R-Line

5

オプションサポート

＊

万円

ソリューションズ
3年プランの場合

月々

ローン元金

キャンペーン
応募はこちら

21,200円
2,830,000円

分割支払手数料
頭金

初回のお支払い額

22,663円

203,463円

月々のお支払い額×34回 21,200円

1,058,000円

ボーナス支払額×6回100,000円

最終回のお支払額 1,690,000円（据置価格）
最終回のお支払方法 いずれかよりお選びいただけます

特別低金利

Golf 2.99%

①新車にお乗り換え（車両を返却して据置価格をご精算）
②乗り続ける
（据置価格を現金or再分割でお支払い）
③車両を返却してご精算

＊購入代金のお支払い時に、
サポート額の5万円を調整します。
＊オプションサポート適用には、
キャンペーンのご応募および事前登録が必要です。

＊2

お支払い総額 4,091,463円

対象車

※ボーナス月は月々のお支払いと合算したお支払いになります。

T-Cross TSI Style
1.0ℓTSI®・4ドア・7速DSG®・右ハンドル
車両本体価格

¥3,191,000

＊1

※ボディカラー：マケナターコイズメタリック。

残価設定型ローン

ソリューションズ
3年プランの場合

T-Cross TSI Style

車両本体価格 3,191,000 円＊1

月々

ローン元金

17,100 円
2,300,000円

初回のお支払い額

17,340円

分割支払手数料

168,740円

月々のお支払い額×34回 17,100円

頭金

891,000円

ボーナス支払額×6回 70,000円

最終回のお支払額 1,450,000円（据置価格）

最終回のお支払方法 いずれかよりお選びいただけます

特別低金利

※ご成約後の車両の仕様変更はできません。
※本プログラムは、予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。
最新の情報などにつきましては、
セールススタッフまでお問い合わせください。
※写真は欧州仕様車です。一部日本仕様車と異なる場合があります。

期間中、ご成約いただいた方に

5

ディーラーオプション

万円プレゼント

対 象・条 件

Volkswagen

グッズ、
サービス用品

2.99% T-Cross

①新車にお乗り換え（車両を返却して据置価格をご精算）
②乗り続ける
（据置価格を現金or再分割でお支払い）
③車両を返却してご精算

＊2

※各メーカーがSUVとしてカテゴライズしたものを日本自動車輸入組合（JAIA）
2021年1〜12月モデル別 新車登録台数に基づき自社調べ。

対象車

20% OFF〜

残価設定型ローン

対象となるVolkswagen グッズ、
タイヤ、バッテリーをお得にご提供いたします。

対象期間

※写真はイメージです。実際と異なる場合がございます。

実質年率

Das WeltAuto.
Guaranteed Used Car

中古車だからこそ保証も大切。通常の認定中古車保証1年に
加えて1年、2年の延長保証ができるプランをご用意しました。

据置設定型ローン

1.99%実施中!

実質年率

1.99%

（据置設定ローン
12・24・36回）

2022年4月1日
（金）
〜2022年6月30日
（木）

［対象モデル ］期間中に受注、およびローン契約がなされ、
さらに同期間内に
※

中古新規もしくは名義変更登録＝認定中古車登録がなされた車両

※初度登録から9年
（108ヶ月）
以内の車両

低金利ソリューションズ

2〜3年
プラン

ローンお申し込み 2022年4月1日
（金）〜2022年6月30日
（木）
新規登録

1.99 %

● T-Roc
（含Black Style）

※新型ポロは除きます。※ご成約時10万円以上のオプション装着に限ります。

2年プランが 新たに追加！

※ボーナス月は月々のお支払いと合算したお支払いになります。

安心と手軽さを両立した月払い残価設定型ローン。
最終回にお支払いいただく据置価格と同額でのお車の買取りを保証いたします。

2022年4月23日
（土）
・24日
（日）の期間中に
Volkswagen の新車をご成約いただいた方。

Volkswagen 認定中古車

お支払い総額 3,359,740円

2022年4月1日
（金）〜2022年12月末日

※ T-Rocについては2022年6月末まで

実質年率

2.99 %

● T-Cross
● Sharan ● Passat Alltrack
● Golf
（含TDI/GTI） ● Tiguan ● Arteon
● Golf Variant
● Passat
● Arteon Shooting Brake
● Golf Touran
● Passat Variant
（含GTE）

選りすぐりの 豊富 な 在庫車まだまだ あります！
店舗在庫車 の 検索 はこちら
認定中古車 ※詳
しくは購入希望店舗にお問い合わせください。

＊1. 表示価格は2022年4月19日現在の車両本体価格（消費税込み）
です。価格にはオプション装着価格、付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、
リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。＊2. 2022年4月1日(金)

合の適用金利（実質年率）
は、
その時点での通常金利（実質年率）
となります。※再分割には当社所定の審査が必要となります。審査結果によっては再分割ができない場合がございます。※再分割の対象金額（元本）
は残価、据置額となります。頭金等の充当

〜6月30日(木)までのご成約、12月末日までにご登録いただいた方が対象となります。※見積りシミュレーションに表示される月額は残価設定型ローン ソリューションズにて算出しています。※見積りシミュレーションに表示される金利・お支払い金額はあくまで参

は承れません。※通常金利は36回まで3.69%、60回まで3.79%、60回超で3.89%となります
（2022年4月時点）。通常金利は予告なく変更される場合がございます。※ソリューションズご利用額は万円単位となります。10,000円未満の端数は頭金に組み込ま

考例です。※ソリューションズ提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。※表示された金利が適用されるのはフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社の指定モデルに限ります。※ご購入条

れます。※実際の適用金利や適用期間等諸条件に関する詳しい内容は、正規ディーラーまでご確認下さい。※ボディカラー、
内張りとシートのカラーについては、実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本価格は予告なく変更する場合

件、登録時期、
モデル・グレード等により別の金利及び別の据置価格が適用される場合もございます。※お支払いプランにかかわる諸条件につきましては予告なく変更されることがございますのでご注意ください。※「新車にお乗換え」
「ご使用車両のご返却」の

があります。※使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

場合は、最終回のお支払いは不要となりますが、
その際の車両の状態が事前に定められた規定外であった場合は、据置価格（最終回のお支払い額）
と査定価格との差額分を別途ご負担いただきます。※残価（最終回のお支払い額）
を再分割でお支払いの場

