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次世代コネクテッド技術

『楽まる』について詳しくはこちら
ケータイコード対応機種をお持ちの方は右記から簡単に
アクセスできます。

●月額料金には、車両価格、自動車税環境性能割、登録/届出諸費用、契約期間
中の自動車税種別割、重量税、延長保証料（5年/7年契約）、自賠責保険料、メ
ンテナンス費用（法定点検・車検・エンジンオイル交換等）、消費税（10%）が含
まれております。●一般車両保険を含む自動車保険へのご加入が必須です。
（自動車保険を含めた契約も可能です）●リサイクル料金は株式会社ホンダ
ファイナンスが負担します。●頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能
です。●3年/5年契約の場合、乗換、返却には内外装キズや走行距離などの確
認事項があります。事前に定めた条件を超える場合には、その差額分を別途
ご負担いただきます。●ご契約につきましては、株式会社ホンダファイナンス
の審査が必要です。審査の結果お受けできない場合がございます。

月額に含まれる費用

保険関係税金関係点検代/
車検代 

消耗品含む
メンテナンス延長保証車両/付属品/

登録諸費用

ダブルの安心

※1

※2※1 免責30万円分

残価
（契約満了時の車両価格）

※3

※3

返却 延長乗換 買取

3年契約

5年契約 （2年）

契約期間満了時の選択

※7年契約の満了時は、“乗換・返却・クルマを貰う”からお選びいただけます。
※軽貨物の契約期間は4年/6年で、契約期間4年の満了時の選択肢は乗用車の5年と、
　契約期間6年の満了時の選択肢は乗用車の7年と同じです

※1 5年/7年契約に適用されます　※2 自動車保険を契約に含めることもできます
（東京海上日動/損保ジャパン/三井住友海上の3社に限る）　※3 3/5年契約のみ 
【対象車種】Honda四輪新車（一部除く） 【契約期間】3年/5年/7年（軽貨物は4年/6年）

楽まるとは 残価（満了時の車両価格）を除いた車両代金とすべて
の維持費を月々定額でお支払いいただくプランです

Hondaのサブスク

楽まる（楽らくまるごとプラン）は株式会社ホンダファイナンスのリース（賃貸）商品です。 詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。

※機種により読み取れない場合がございます。

ケータイコード対応機種をお持ちの方は右記から簡単にアクセスできます。※機種により読み取れない場合がございます。

税金もメンテナンスもすべてまとめて月々定額！

※車両本体価格はHonda Cars 市川の一例です。販売価格は販売会社が独自に決めておりますので詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。
　価格はすべて消費税（10％）込みの価格です。掲載価格には、保険料、税金（消費税除く）、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。

●車両本体価格には、応急パンク修理キットが含まれます。（一部の車種はスペアタイヤになる場合があります。）ジャッキ・工具については車種により適用が異なりますので詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。●販売店でセットする付属品は別途です。●車両本体価格には特別装備品以外のメーカーオプション、ディーラーオプションの価格は含まれておりません。 
●車両本体のみでもご購入いただけます。●写真は印刷のため、実際の色とは異なる場合がございます。●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場合がございます。 ●この広告の有効期間は2022年11月30日までとなります。●詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。

『残クレ』について詳しくはこちら

所要資金（割賦元金） 100万円以上

ケータイコード対応機種をお持ちの方は右記から簡単にアクセスできます。
機種により読み取れない場合がございます。通信料金はお客様のご負担となります。

ケータイコード対応機種をお持ちの方は右記から簡単にアクセスできます。機種により読み取れない場合がございます。通信料金はお客様のご負担となります。

【クレジット条件】残価設定型クレジット　

対象車種（新車のみ）
お支払い回数は36/48/60回　
2023年3月31日（金）までのクレジット審査申
込完了分に限ります。 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。

ZR-V詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。

実質年率2.5ZR-V 
残価設定型
クレジット

ご契約にあたっては、株式会社ホンダファイナンスの
審査が必要です。審査の結果お受けできない場合がございます。

キャンペーン実施中!

さまざまなシーンで安心かつ快適なZR-Vの魅力!

見やすく運転しやすい、爽快な視界。

この装備があたらしい体験をつくる。

ドライビング
ポジションシステム

エレクトリック
ギアセレクター

先進の
安全運転支援
システム

SUVのドライブ
体験を一新する、
操る歓び。

安心の技術で
快適なドライブ
をお愉しみ
ください。

BOSEプレミアムサウンドシステム
タイプ別設定 タイプ別設定

タイプ別設定

タイプ別設定

タイプ別設定

最適なドライビングポジ
ションを記憶し、乗車す
るごとにボタンひとつで
自動 調 節を行 います 。
２パターン記憶可能です。

先行車・歩行者・対向車との衝突回避または被害軽減の
ための支援を、段階的に行います。

P・R・N・D、それぞれの
シフトのスイッチ形状と押
し方向を変えることで、ブ
ラインド操作時にも素早く
認識できます。

パンチングメタル
エアコンアウトレット
横一文字のエアコンアウト
レットを採用。ワイド感を
強調するとともに、表面の
パンチングメタルによって
精緻かつ上質な印象を与え
ました。

Z R - Vの室内環境に合わせBO S E社と共同開発した、
12スピーカー搭載のサウンドシステム。まるでコンサート
会場にいるような臨場感を全席で味わえます。
1.ミッドレンジスピーカー（8㎝）　2.ツィーター（フロントピラー）　3.ワイドレンジスピーカー
（17㎝・フロントドア）　4.ツィーター（リアドア）　5.ワイドレンジスピーカー（13㎝・リアド
ア）　6.ミッドレンジスピーカー（8㎝）　7.サブウーファースピーカー（20㎝）スクエア形状のフロントウインドウと水平基調のインストルメントパネルによって整えられた

ワイドな視界により、すっきりと解放された運転のしやすさに。

雪上でも安心してドライブできる。
e :HEVと「リアルタイムAWD」が合わさることで、
走行が不安な雪上においても、走る・曲がる・止まる
のすべてに、高い安心感を実現します。

※1 「Honda リモート操作アプリ」のダウンロードが別途必要となります。
※2 「Honda CONNECTディスプレー」または「Honda CONNECTナビ」装着車でご利用いただけます。
「8インチ ベーシック インターナビ（Honda CONNECT対応）」をご選択の場合、この機能は装備されません。

新世代コネクテッド技術「Honda  CONNECT」。
スマートフォンで離れた場所からエアコンを操作したり、クルマ
の位置情報を確認※1できます。さらに、通信により自動であたら
しい地図へ更新※2。初めて訪れる場所でも安心を届けます。

滑りやすく荒れた下り坂や、急勾配の下
り坂でもボタンひとつで約3km/hから
約20km/hの低速間で設定された車
速をキープします。

■BOSE、Centerpointは、米国Bose Corporationの登録商標です。
■機能説明のためのイメージ図。

12 High Performance 
Speakers

Photo④ Photo④ メーター類は撮影のため点灯。
画面はハメコミ合成。Photo③ Photo③ メーター類は撮影のため点灯。

■構造イメージ

■雪上旋回イラスト

■雪上登坂イラスト

イラストは「e:HEV×リアルタイムAWD」機能説明のためのイメージ図です。

■NORMALモード
すべてのシーンで愉しめるリニアで軽快な走り。

■SNOWモード
雪上でもスムーズな加速、減速、旋回をアシスト。

■ECONモード
なめらかな走りでエコドライブをアシスト。

■SPORTモード
ワインディングで愉しむダイレクトで力強い走り。

ヒルディセントコントロール

イラストは機能説明のためのイメージ図です。

ドライブモードスイッチを全タイプに標準装備。
雪上での安心・安全な走行をアシストする
SNOWモードも搭載。

Photo①

Photo⑥

Photo⑦

Photo⑤

Photo②

Photo①

＊2 サービスのご利用には「Honda Total Care」へのご加入、および「Honda Total Careプレミアム」へのお申し込みなど、条件がございます。詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。画面はハメコミ合成。小物類は撮影のために用意したものです。  Photo①⑥⑦：ZR-V e:HEV Z（4WD） 車両本体価格の一例（消費税10%込み）4,119,500円※ ＊価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。ボディーカラーはスーパープラチナグレー・メタリック（有料色：38,500円高） インテリアカラーはブラック　Photo②③：ZR-V e:HEV Z（FF） 車両本体価格の一例（消費税10%込み）3,899,500円※ インテリアカラーはマルーン　Photo④：ZR-V e:HEV Z（4WD）車両本体価格の一例（消費税10%込み）4,119,500円※ 
インテリアカラーはマルーン　Photo⑤：ZR-V e:HEV Z（4WD） 車両本体価格の一例（消費税10%込み）4,119,500円※ ＊価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。 ボディーカラーはスーパープラチナグレー・メタリック（有料色：38,500円高） 写真は合成です。雪道の走行時にはチェーンまたは冬用タイヤを装着してください。安全に配慮した運転にご留意ください。

＊2

＊1

「Honda CONNECT」の詳しい内容はコチラから

多彩な安心・快適機能を搭載した安全運転支援システム「Honda SENSING」の詳しい内容コチラから

つながる安心。つながる便利。

衝突軽減ブレーキ（CMBS)
ぶつからないために

ハイビーム照射中に、先行車や対向車を検知すると、
周辺状況に応じて照射範囲を自動でコントロールします。

アダプティブドライビングビーム
自車と他車の良好な視界確保のために

高速道路などでの低速走行時、車線中央付近を走行するように
ステアリング操作を支援し、ドライバーの運転負荷を軽減します。

トラフィックジャムアシスト
適切な車間距離を保ち、ふらつかないために

（渋滞運転支援支援機能） 走行中、斜め後ろにクルマの存在を検知すると、その方向
のドアミラー鏡面上にマークを表示しお知らせします。

ブラインドスポットインフォメーション
斜め後ろのクルマをお知らせ

など

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）車/FF

N-WGN L 

1,399,200円
※

★

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

型式：6AA-GR3 1.5L 電気式無段変速機/FF

フィット e:HEV BASIC

1,997,600円
※

＊上記価格には急アクセル抑制機能のセットアップ費用の価格は含まれておりません。

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

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車/FF

フリード HYBRID G（6人乗り）

2,633,400円
※

＊上記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。＊上記価格には写真の有料色、急アクセル抑制機能のセットアップ費用の価格は含まれておりません。
Photo：フィット e:HEV BASIC（FF）

ボディーカラーはルナシルバー・メタリック
Photo：フィット e:HEV BASIC（FF）

ボディーカラーはルナシルバー・メタリック

シンプルで自分らしさが光る基本タイプ 「ちょうどいい」って心地いい。

★

★

●楽まるをご利用の場合はメンテナンス費用が含まれるためHonda純正用品ご利用クーポン最大10万円分（消費税10％込み）をプレゼントいたします。●このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。●一部のタイプ、カラーによっては登録（届出）に時間を要するため対象とならない場合がございます。●詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。

※3フィ
ット

N-W
GN

ご成
約  
 で 10万円分プレゼント!

（消費税10％込み）＊3

Honda
純正用品 5万円分ご利用クーポンプレゼント!

（消費税10％込み）

ご成約時に
いずれかをご利用
いただいた方に

残クレ
残価設定型クレジット

Honda
純正用品

ご利用クーポン
対象地区：千葉県のHonda Cars店

※3
 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。

Honda
純正用品 5万円分ご利用クーポンプレゼント!

（消費税10％込み）

ご成約時にご加入いただいた方に
（点検とオイル交換をセットにしたメンテナンスパック）

詳しくはコチラ

さらに

フリ
ード

ご成
約 
 で※4

Honda
純正用品ご購入
クーポン

●このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。●一部のタイプ、カラーによっては登録に時間を要するため対象とならない場合がございます。●詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。

※4
 新車

でご
成約
かつ
ご登
録い
ただ
いた
方が
対象
とな
りま
す。

＊412万円分
プレゼント!

（消費税10％込み）

対象地区：東京都・神奈川県・千葉県・
埼玉県のHonda Cars店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人気のフリードにおトクなキャンペーン実施中！ブレーキとアクセルの踏み間違いに備えるために。「急アクセル抑制機能」を採用。

Photo：フリード HYBRID G（FF/6人乗り）
ボディーカラーはプレミアムクリスタルブルー・メタリック（有料色：55,000円高）

Photo：N-WGN L（FF）
ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール（有料色：33,000円高）

誰の生活にもなじむ、飽きのこないかたち。

〈＊3 フィット・N-WGNご成約プレゼントについて〉●N-WGN、フィット（e:HEV含む）を新車でご成約かつ届出（ご登録）いただき、まかせチャオ新車コースにご加入いただいた方を対象にHonda純正用品ご利用クーポン５万円分（消費税10％込み）をプレゼントいたします。さらに楽まる（楽らくまるごとプラン）・残クレ（残価設定型クレジット）・バリ保（バリュー保証プラン）のいずれかご利用でHonda純正用品ご利用クーポン５万円分（消費税10％込み）をプレゼントいたします。●クーポンはご成約いただいた販売店でのみ有効です。●クーポンは対象車種のホンダアクセス・アクセサリーカタログに掲載されているHonda純正用品（Hondaカーケアメニュー、ケミカル用品 〈一部〉除く）にご利用いただけます。●クーポン金額は用品代+工賃の合
計分となります。●クーポン金額を超える代金は、ご成約者様のご負担とさせていただきます。また、総額がクーポン金額に満たない場合の返金、値引きはありません。●当キャンペーン権利の他人への譲渡や換金、値引きはできません。●他のキャンペーンと併用できない場合があります。〈＊4 フリードご成約プレゼントについて〉●フリード（ハイブリッド含む）を新車でご成約かつご登録いただいた方が対象となります。●クーポンはご成約いただいた販売店でのみ有効です。●クーポンは対象車種のホンダアクセス・アクセサリーカタログに掲載されているHonda純正用品（Hondaカーケアメニュー、ケミカル用品〈一部〉除く）にご使用いただけます。●クーポン金額は用品代+工賃の合計分となります。●クーポン金額を超える代金は、ご成約者様の
ご負担とさせていただきます。また、総額がクーポン金額に満たない場合の返金、値引きはありません。●当キャンペーン権利の他人への譲渡や換金、値引きはできません。●他のキャンペーンと併用できない場合があります。

★

工場出荷時は機能オフの設定です。オンにするには別途販売会社の専用機器によるセッティング作業が必要です。別途セットアップ費用（ディーラーオプション）が必要となります。

★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。　＊1 各技術の能力には限界があります。つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読み下さい。

画面はハメコミ合成。小物類は撮影のために用意したものです。


