
カメラオプション メッキ＆フォグランプ 内装等特別架装 走行クルーズ機能

1 富山南 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ スマートクルーズパック

2 小杉 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ スマートクルーズパック

3 富山北 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ スマートクルーズパック

4 砺波 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ スマートクルーズパック

5 富山南 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ スマートクルーズパック

6 富山北

7 砺波

8 南 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

9 富山南 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

10 小杉 アップグレードパック スタイルパック
11 富山南 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

12 富山北 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

13 高岡 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

14 入善 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

15 大沢野 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

16 砺波 パノラマモニター スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

17 魚津 パノラマモニター スタイルパック
18 高岡

19 富山南

20 砺波

21 富山南 アップグレードパック スタイルパック
22 富山南 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

23 富山北 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

24 砺波 アップグレードパック スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

25 高岡 パノラマモニター スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ

26 大沢野

27 高岡

28 小杉 パノラマモニター スタイルパック ツートン
29 富山南

30 富山北

31 富山南

32 高岡 アップグレード スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ
33 氷見 アップグレード スタイルパック
34 砺波 パノラマモニター スタイルパック
35 氷見 アップグレード スタイルパック ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ
36 砺波

37 高岡 アップグレード ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ
38 富山北 アップグレード ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ
39 富山南 アップグレード ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ 両側電動ドア
40 富山南

41 富山北

42 入善 アップグレード ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ
43 富山北 アップグレード ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ 両側電動ドア
44 富山南

45 富山北

46 富山北

47 高岡

48 富山北

49 富山南

50 富山北

51 富山北

52 富山南 パノラマモニター

53 富山南

54 福光 アップグレード 両側電動ドア
55 富山北

56 魚津 アップグレード ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ
57 富山北 売約済み！ありがとうございます。

お買い得！タントスーパーバーゲン!!　オートバックス・カーズ富山　　タント在庫一覧

車種　・グレード　・カラー　・駆動 店舗
メーカーオプション装備
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タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD　
タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD

タント　カスタムＸ　ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ　　　　　 　　2WD
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タント　Ｘ　ﾌｧｲｱｰｸｫｰﾂﾚｯﾄﾞ　              　　4WD　

タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD
タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD
タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD　

タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　2WD

タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD
タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD

タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　2WD

タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD　

タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　4WD　

タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　2WD
タント　Ｘ　ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ　　　　　　　　　　　2WD

タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　4WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸ×ﾊﾟｰﾙ　　　　　  2WD　
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸ×ﾊﾟｰﾙ　　　　　  2WD　

タント　Ｘ　ﾌｧｲｱｰｸｫｰﾂﾚｯﾄﾞ　　　　　　　　  2WD
タント　X　レーザーブルー　　　　　　　　　 2WD

タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　2WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD　
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD　

タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD　
タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD　

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　4WD

タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD　

タント　Ｘ　ﾌｧｲｱｰｸｫｰﾂﾚｯﾄﾞ　              　　4WD

タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　4WD

タント　カスタムRS　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　 4WD　
タント　カスタムRS　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　          4WD　

タント　カスタムＸ　レーザーブルー　　　　 2WD
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　4WD

タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　4WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　4WD

タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　2WD
タント　Ｘ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　　　　　　2WD

タント　Ｘ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　　　　　　 2WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD

タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD
タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD
タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD
タント　カスタムＸ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　2WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　　 2WD

タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD
タント　カスタムＸ　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM　　　　　　　2WD

タント　カスタムRS　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM             　2WD
タント　カスタムRS　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ　 2WD
タント　カスタムRS　ﾚｰｻﾞｰﾌﾞﾙｰ            　2WD
タント　カスタムRS　ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ   4WD
タント　カスタムRS　ﾌﾞﾗｯｸﾏｲｶM               4WD

タント　カスタムＸ　ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ　　　　　　　 2WD


