決算 Honda

エコドライブ、美しい 環 境とモビリティーの楽しさを次世代へ。

いよいよ 3 月末まで！
！

N-WGN

N-WGN L・Honda SENSING
【写真掲載車】

登 録（ 届 出 ）で
ご 成 約か つご
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ナビ購入クーポン

車 両本体価 格 の一 例
（ 消 費 税10 % 込 み ）

型式：6BA-JH3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/FF

プレゼント！

★2

登 録で

実質
年率

フリード HYBRID CROSSTAR
Honda SENSING
【写真掲載車】

★2

15

エンジンモード
エンジンの得意領域である高速クルーズ時に
エンジンと車輪を直結し、エンジンの力で走行。
燃費を抑えながら高速走行ができます。

フリードはこの価格からご用意しております。
フリード B・Honda SENSING［ガソリン車］

型式：6BA-GB5 1.5L i-VTEC CVT（トルクコンバーター付）/FF

車両本体価格の一例
（消費税10%込み）

電気的なエネルギー

■ イラストは 機 能 説 明 のため のイメージ 図 です。

1,997,600 円
★1

Photo：フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING
（FF）
ボディーカラーはプレミアムクリスタルオレンジ・メタリックⅡ
（有料色：55,000円高）

｜ 残クレなら ｜ FREED 残クレ

2.5 % 月々 17,800 円
実質
年率

フリード HYBRID CROSSTAR・Honda SENSING（FF/6人乗り）車両本体価格の一例（消費税10％込み）2,781,900円★1の場合

■試算例は一般色で算出しています。■支払い例について詳しくは反対面をご覧ください。

ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit
Honda SENSING
【写真掲載車】

登 録で

3,122,900 円
★1

車 両本体価 格 の一 例
（ 消 費 税10 % 込 み ）

2.5%
実質
年率

★2

7人 乗り

型式：6BA-RP3 1.5L VTEC TURBO
CVT（トルクコンバーター付）＋パドルシフト/FF

残クレ

プレゼント！

ステップ ワゴンはこの価格からご用意しております。

キャンペーン
対象車

ステップ ワゴン G・Honda SENSING［ガソリン車］

型式：6BA-RP1 1.5L VTEC TURBO CVT（トルクコンバーター付）/FF

車両本体価格の一例
（消費税10%込み）

2,714,800 円
★1

Photo：ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING（FF）
ボディーカラーはオブシダンブルー・パール

｜ 残クレなら ｜ STEP WGN 残クレ
残価設定型クレジット実質年率2.5%
60回（5年）払い〈お支払い例〉

【対象車種】ステップ ワゴン/ステップ ワゴン SPADA（e:HEV含む）
※一部のタイプ、カラーによっては登録までに時間を要するため
対象とならない場合がございます。
このキャンペーンは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
〈熊本県 Honda Cars キャンペーン〉

★1

●頭金／281,900円 ●所要資金（割賦元金）／2,500,000円 ●初回お支払い月額／22,638円 ●2回目以降お支払い月額（ 58回）／
17,800円 ●ボーナス月加算額／（8月 5回）75,000円／（1月 5回）75,000円 ●最終回お支払い額★／①新車に乗り換え：0円 ②乗り
続ける：910,440円 ③車両を返却：0円 ●お支払い総額／①③の場合：2,086,938円 ②の場合：2,997,378円

万円分

強い加速時は、エンジンの力で発電した電気でモーターを駆 動。
EVライクな加速音とともに走行。
高出力時はさらに、バッテリーからも電力を供給。
よりパワフルな加速が楽しめます。

2,781,900 円

車 両本体価 格 の一 例
（ 消 費 税10 % 込 み ）

キャンペーン
対象車

残価設定型クレジット実質年率2.5%
60回（5年）払い〈お支払い例〉

ナビ購入クーポン

ハイブリッドモード

6 人 乗り

型式：6AA-GB7 1.5L i-VTEC＋i-DCD
7速デュアルクラッチトランスミッション/FF
■下記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

2.5%

Honda 純正

幅広い領域で、バッテリーからの電気により
モーターのみで走行。
エンジンを止めて走るので、
ガソリンを使 わずに電気自動車として 走 行し、
パワフルな 発進・加速が楽しめます。

頭金0円

N-WGN L・Honda SENSING（FF）車両本体価格の一例（消費税10％込み）1,364,000円★1の場合

実質
年率

プレゼント！

ご 成 約か つご

EVモード

★

3.5 % 月々 9,200 円

STEP WGN

モーターとエンジン。
それぞれ の長所をひとつに 。

機械的なエネルギー

｜ 残クレなら ｜ N-WGN 残クレ

残クレ

対象車種 ： フリード/フリード ハイブリッド/フリード＋/フリード＋ ハイブリッド
※一部のタイプ、カラーによっては登録までに時間を要するため
対象とならない場合がございます。
このキャンペーンは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
〈九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン〉

※1 e : HEV : イー エイチ イー ブイ

Photo3点： e:HEV Z（FF）
インテリアカラーはブラック メーカーオプション装着車 ■メーター類は撮影のため点灯。■画面はハメコミ合成。■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

Photo：N-WGN L・Honda SENSING（FF）
ボディーカラーはガーデングリーン・メタリック

3月31日まで！

万円分

高い燃費効率だけでなく、
Ho ndaらしい走りの楽しさを味わうことができます。

★1

■支払い例について詳しくは反対面をご覧ください。

ナビ購入クーポン

モーター走行を中心に様々なドライブシステムを最適に
使い分ける2モーターハイブリッドシステム「e: HEV ※1 」を搭載。

1,298,000 円

●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／1,364,000円 ●初回お支払い月額／11,044円 ●2回目以降お支払い月額（ 58回）／9,200円
●ボーナス月加算額／（8月 5回）50,000円／（1月 5回）50,000円 ●最終回お支払い額★／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：
483,600円 ③車両を返却：0円 ●お支払い総額／①③の場合：1,044,644円 ②の場合：1,528,244円

Honda 純正

世界に、あたらしい気分を。

車両本体価格の一例
（消費税10%込み）

残価設定型クレジット実質年率3.5%
60回（5年）払い〈お支払い例〉

FREED
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★1

N-WGNはこの価格からご用意しております。

対象車種 ： N-WGN/N-WGN Custom
※一部のタイプ、カラーによっては登録（届出）
までに時間を要するため
対象とならない場合がございます。
このキャンペーンは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
〈九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン〉

■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

1,364,000 円

N-WGN G・Honda SENSING

万円分

Photo： e:HEV Z（FF）
ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール メーカーオプション装着車

4 人 乗り

型式：6BA-JH3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/FF

Honda 純正

ご 成 約か つご

ラスト
スパート

2.5 % 月々19,300 円
実質
年率

ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING（FF）車両本体価格の一例（消費税10％込み）3,122,900円★1の場合

●頭金／322,900円 ●所要資金（割賦元金）／2,800,000円 ●初回お支払い月額／23,475円 ●2回目以降お支払い月額（ 58回）／
19,300円 ●ボーナス月加算額／（8月 5回）85,000円／（1月 5回）85,000円 ●最終回お支払い額★／①新車に乗り換え：0円 ②乗り
続ける：1,050,430円 ③車両を返却：0円 ●お支払い総額／①③の場合：2,315,775円 ②の場合：3,366,205円

■支払い例について詳しくは反対面をご覧ください。

Honda SENSINGは、
ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、道路状況、天候状況、車両状態等によっては、作動しない場合があります。機能を過信せず、
安全運転をお願いします。Honda SENSINGは車種・タイプにより機能の数や内容が異なります。
詳しくは店頭またはWEBでご確認ください。

軽 四 輪自動 車 にも保 管 場 所 が 必 要 で す。

【上記お支払い例について】●上記お支払い例は2021年3月の一例です。●上記お支払い例は、初回お支払い月を2021年5月、初回ボーナス月を2021年8月（以下ボーナス月は1月・8月）で計算した一例です。★残価設定型クレジットは最終回に、①新車に乗り換え、②乗り続ける（最終回お支払い額を一括または再クレジットでお支払い）、③車両を返却のいずれかをお選びいただけます。別途定める条件がございますので、詳しくは各販売会社までお問い合わせください。残クレについて詳しくは、裏面をご確認ください。
★2 N-WGN・フリード・ステップ ワゴン ナビ購入クーポンプレゼントキャンペーンについて ■対象車種を新車でご成約かつご登録（届出）いただいた方が対象となります。
（メーカーオプションのHondaインターナビ装着車は対象外となります）■クーポンは対象車種とHonda純正ナビを同時にご購入いただく際にご利用いただけます。 ■プレゼント金額を超える代金については、お客様のご負担とさせていただきます。
また、プレゼント金額に満たない場合の返金・値引きはありません。■当プレゼントキャンペーン権利の他人への譲渡や換金はできません。■他のキャンペーンと併用できない場合があります。■ご成約いただいた販売店でのみ有効です。

★1 価格は消費税（10％）込みの価格です。消費税以外の税金、保険料、登録などに伴う諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。車両本体価格はHonda Cars 荒尾の一例です。販売価格は販売会社が独自に決めております。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

この週末は

熊本県 Honda Cars の日

■車両本体価格には、応急パンク修理キット・標準工具・ジャッキが含まれます。
■表示装備以外に店頭付属品をセットされる場合は別途費用がかかります。
■車両本体価格には、
メーカーオプションおよびディーラーオプションの価格は含まれておりません。
ディーラーオプションの価格は、
メーカー希望小売価格（消費税込み）
で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めてお
ります。
■本仕様ならびに装備は、予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
■写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。
■掲載内容に明らかな不備があった場合、
やむなく販売をお断りすることがあります。
■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

ご試乗・査定・ご商談 のいずれかでプレゼント！
Honda

オリジナル

ロールアップポーチ

くるくる丸めて
バックルを留めると
コンパクトに！
サイズ：H285×W270×D165（mm）

なくなり次第終了とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
●写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
●プレゼントはお一組
様１つとさせていただきます。●プレゼントの数には限りがございますので、品切
れの際はご容赦ください。●他のキャンペーンと併用できない場合がございます。
●一部の店舗では実施していない場合がございます。

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。
〈九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン〉

