
あこがれの車で
初めてのカーライフを
満喫しています！

妥協しない
新卒カーライフが
実現しました！

自動ブレーキ付きの新車で
運転の不安もなく
快適です♪

年金やパート収入でも
ローンが組めます。

大好きなクルマで
大好きなことして
楽しんでまいす。 楽しい自分時間が

新しいクルマで
充実しています。

共働きでも
２人が満足できる
カーライフが実現！

家計のやりくりが楽になり、
家族と過ごす時間が
増えました！

※詳しい価格の内訳は店頭にてご確認ください。

例えば

内定など未勤務でも
ローンが組めます。

※ご両親どちらかの保証人が必要です。
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子供が巣立ったので
自分の時間を満喫。

msj matsushita jidousha  since 1945

m s j
～車は人だけでなく、思い出も乗せている～

車両本体価格：
1,621,400円(税込)

ハスラー J STYLE Ⅱハスラー J STYLE Ⅱスズキスズキ

msjなら、
多彩な買い方で
皆様のカーライフを
バックアップします！

人生を楽しむために、クルマに乗ろう！

全メーカー全車種取扱／メーカー保証、キャンペーン対応全メーカー全車種取扱／メーカー保証、キャンペーン対応
※掲載の車両写真・グレードは2022年8月現在のものです。 ※掲載のイラストの感想は、当社利用者様の感想の一例です。

私に合った
車の買い方は
どれですか？

×132回（税込）×132回（税込）
月
額￥20,790
ボーナス払い：なし　残価等：なし

＋マット、バイザー、車検基本料金/自動車税/重量税/自賠責保険/オイル交換
支払額に含まれるもの：車両本体価格+登録費用

個人リースプラン
諸費用コミコミでフラットな支払い！

［他社のプラン］
・トヨタ KINTO
・コスモ マイカーリース

［他社のプラン］
・オニキス ワンナップ
・ホンダ 残クレ

頭金0円

最長11年のタイプがございます。（3年以上で設定）
9年たったら乗り換え・返却が自由、11年後はクルマをもらえる。

現金一括払いが
間違いなくお得ですが、
手元に現金があると
安心ですよね。

￥1,664,300
支払額に含まれるもの：車両本体価格+登録費用

（税込）（税込）

現金プラン
金利がかからない、一番オトクな支払い方！

ディーラーと同じお値引きだけでなく、下取り、OP等、さらにお得なご提案を
させて頂きます。

現金一括
価格合計

×119回×119回
月
額￥16,000

最終回：15,085円
ボーナス払い：なし　残価等：なし
支払額に含まれるもの：車両本体価格+登録費用

自由払い型オートローン、最長120回！

自由返済プラン

当社では、オリコ『ニューバジェット』、ジャックス
『バリアぶるプランβ』を取り扱っております。

頭金0円

新車半額、残価設定ローンといえばこちら！

残価設定プラン

頭金0円

×59回×59回
月
額￥12,800
ボーナス払い：61,000円×10回
初回：6,390円　残価等：440,000円（税込）
支払額に含まれるもの：車両本体価格+登録費用

満了時に『お乗り換え』『ご返却』
『お買い上げ』から選択可能。

一部返済、支払額や回数を変更可能です。

ダイハツ・スズキ 正規サブディーラー 
22年間の販売実績が安心・信頼の証

当社は
スズキコネクト
対応店です。

新サービス

カーベル ナンバーワンセット

カーベル ハートプライス

msj_2022車販チラシ　オモテ



msj松下自動車有限会社　

代表取締役  松下 英彦

お客様の
ライフスタイルから
ベストバランスを
ご提案します！

三代目社長は、元銀行員、今は整備士。その経験と知識を最大限に活
かし、お客様に最も適した保険やローンのアドバイス、適切な整備や
事故時の最高のサポートをご提供する、自動車販売のプロフェッショ
ナルとして皆様のカーライフを支えます。

新車販売実績2,000台以上！
総再生回数1,000万回超えのYouTuber！

生活しやすい支払い方を、
数字に強い！ 元銀行員の社長が、
ご提案いたします！

気になる！
購入資金

頭金

ローン

金利

［副代理店］［グランドピット店］

当社は、ダイハツ・スズキの
正規サブディーラーです。

22年間の販売実績が安心・信頼の証

トヨタディーラー特約店
ホンダカーズ浜松契約販売店
静岡マツダ販売協力店
静岡スバル販売特約店

フィアット/アバルト浜松販売特約店

ご新規のお客様も大歓迎！！ お気軽にご来店ください！

気賀駅

天竜浜名湖鉄道

気賀関所

あつみ医院

北区役所

細江図書館

細江中学校

みをつくしセンター
細江
警察署

N

msj松下自動車

チラシ掲載のプラン料金は一例です。ご契約に際しては正式なお見積をご提示致します。※印刷のため、掲載写真と実際のお車の色が異なる場合がございます。※本チラシのリース料、安心メンテナンスオプション料及び残価は、契約走行距離を750km/月として算出しています。条件が異なる場合はリース料が増減する場合がございます。リース終了時に契約走行距離を越えている場合、精算が発生す
る場合がございます。●残価とはリース契約期間満了時の予想車両売却額のことです。●リース料には登録諸費用、納車費用、環境性能割、自動車リサイクル預託金相当額及びリース期間中の自動車重量税、自賠責保険料、自動車及び弊社指定の付属品等が含まれております。●リース料に任意保険料は含まれておりません。お客様にて任意保険を付保していただく必要があります。（リース料に任意保
険を含めることもできます。詳しくはお問い合わせください。）●リース料の第1回目のお支払いは、登録月の翌月に2回分をまとめていただきます。●ボーナス払いは7月・12月です。●お客様の所有車を下取りして、その売却代金を頭金にすることも可能です。●法令等の改正により諸税・諸費用に変更が生じた場合、掲載車種のマイナーチェンジ等による価格の変更の場合、リース料金の変更が発生す
る場合がございます。●リース契約をお申し込みの際には弊社所定の審査をさせていただきます。また、弊社の規定により連帯保証人をお願いする場合がございます。●リース期間中での中途解約は原則できません。またクーリングオフもできません。●消費税額は10％で計算しております。●メンテナンスパックもございます。詳しくは店頭にてご相談ください。 広告有効期限／2023年3月31日

●リコール受付 ●ハイブリッド車対応 ●鈑金塗装 ●各種オイル交換 ●各種コーティング ●車内クリーニング ●バッテリー交換 ●タイヤ交換 ●カーフィルム ●ETC取付 ●カーナビ取付 ●ドライブレコーダー取付 ●純正パーツ

TEL.053-523-0816

〒431-1305 浜松市北区細江町気賀603-2 ［あつみ医院様向かい］

【お願い】ご来店の際はお電話でのご予約をおすすめしております。 ご予約のお客様を優先的に対応させていただきます。 

www.matsushita-j.com

エムエスジェイ・マツシタジドウシャ

ネットにて最新情報発信中！

定休日
営業時間

毎週月曜
火曜～土曜：9：00～17：30
日曜：10：00～15：00

※都合により臨時休業の場合もございます。詳しくはWEBサイトにてご確認ください。  
msj matsushita jidousha  since 1945

m s jこのステッカーが
安心・信頼の証

業務拡大につき
新規スタッフ募集中！

詳しくは当社サイトを
ご確認ください。
※お電話でのお問合せはご遠慮ください。

（新卒採用／中途採用）

※東京海上日動火災保険株式会社／2018年調べ。
　全国約2万店の代理店の中から、ハイクオリティモーター店としては浜松市で2店舗の内の一つです。

全メーカー全車種のクルマ選びと
見積りをお任せください！

値引き、買い取り、リコールも
全てお受けできます！

メーカーの枠にとらわれない
クルマ選び、良いところ
悪いところお話しします！

認証（静第965号）
指定（名指第2576号）

運輸局指定整備工場の
安心の一日車検です！

社長以下整備士全員が
ハイブリッドマスターです。
自動ブレーキシステム等の
先進技術対応の
コンピューター完備しています！

2021年度も代理店表彰！ 全国上位100社に
選ばれ続ける高品質な対応。

損しない保険設計が自慢です。
ご満足いただけます。
事故の際の受付、代車、修理を
安心のバックアップ体制で提供します。

msj 保険部

代車
対応

msj 販売部

中古車も
ご相談ください

msj 整備部

代車
対応

各メーカーの新車を取り扱っています。 近くて代車完備なので頼っていただけます。 自信あり！ 損しない保険と事故後のフォロー。

試乗動画好評配信中！

販売

※

近いだけじゃない！ msjのワンストップサービス！

バグース君　© msj matsushita jidoushaバグース君　© msj matsushita jidousha

msjでDAMDコンプリートカー取り扱い開始！msjでDAMDコンプリートカー取り扱い開始！
msj matsushita jidousha  since 1945

m s j
ヴィンテージ感溢れるカスタムパーツを
スズキ、ダイハツ車等にプラスすると、毎日のカーライフがもっと楽しくなる！
新車は勿論、中古車や今お持ちのお車にも取り付けOKです!

https://www.damd.co.jp/

カーバリエーションは
オフィシャルサイトで
ご確認ください。

ｍｓｊデモカー
『LITTLE:D』
※細かな仕様は実際と
　異なる場合があります。

新車
ベース車両
（中古車もOK!）

専用パーツを
msjで取り付けて

ご納車！

丸ごとオートローンに
組み込みOK!

丸ごとオートローンに
組み込みOK!

msj松下自動車は
DAMD正規ディーラーです！

msj_2022車販チラシ　ウラ


