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N -WGNご成約（届出）で
広島県 Honda Cars 限定

Honda 純 正 用品ご 購 入クーポン

万円分
プレゼント!

型式：6BA-JH3 0.66L CVT
（トルクコンバーター付）車/FF
●価格には写真の有料色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）

月間走行距離1,000km
5年契約の場合の一例＊

月々

広島県 Honda Cars 限定

日本 で いちば ん 選 ば れました 。

Honda 純 正 用品ご 購 入クーポン

プレゼント!

★2

1,364,000円

＊

（消費税10%込）

★2

※2021年4月〜2022年3月の登録車を含む
国内新車販売台数第 1 位
（全軽自協・自販連調べ）

●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。

フィット e:HEV CROSSTAR

型式：6AA-GR6 1.5L 電気式無段変速機/FF
●価格には写真のメーカーオプションの価格は含まれておりません。

25,401円

車両本体価格の一例（消費税10%込み）

月間走行距離1,000km
5年契約の場合の一例＊

（消費税10％込み）

一般色で算出 ●初回お支払い月額（初回は2か月分）50,802円
●2回目以降お支払い月額（×58回）25,401円 ●リースお支払い
総額1,524,060円 ●設定残存価額471,200円

おかげさまで、
Nシリーズは10周年。

フィットご成約（登 録）で

万円分

（消費税10%込）

●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。

N-WGN L・Honda SENSING

5

海

月々

2,288,000円

42,944円

月間走行距離1,000km
5年契約の場合の一例＊

（消費税10％込み）

オプション 非 装 着 車で算 出 ●初 回お支 払い月額（初 回は2か月分）
85,888円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）42,944円 ●リースお
支払い総額2,576,640円 ●設定残存価額686,400円

●「楽らくまるごとプラン」について詳しくは下記をご覧ください。

＊

型式：6BA-JF3 0.66L CVT
（トルクコンバーター付）車/FF
車両本体価格の一例（消費税10%込み）
●価格には写真の有料色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。

月々

29,041円

（消費税10％込み）

一般色で算出/オプション非装着車で算出 ●初回お支払い月額（初回は
2か月分）58,082円 ●2回目以 降 お支 払い月額（×58回）29,041円
●リースお支払い総額1,742,460円 ●設定残存価額595,140円

●「楽らくまるごとプラン」について詳しくは下記をご覧ください。

●「楽らくまるごとプラン」について詳しくは下記をご覧ください。
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広島県 Honda Cars 限定

Honda 純 正 用品ご 購 入クーポン

万円分
プレゼント!
車両本体価格の一例
（消費税10%込み）

月間走行距離1,000km
5年契約の場合の一例＊

月々
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CR-Vご成約（登 録）で
広島県 Honda Cars 限定

Honda 純 正 用品ご 購 入クーポン

万円分
プレゼント!

（消費税10%込）

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
●価格には写真の有料色およびメーカーオプションの価格は含まれておりません。

車で

15

フリードご成約（登 録）で

フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING

来!!
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★2

●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。

1,678,600円

N-BOX EX

＊
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!
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（消費税10%込）

★2

●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。

2,781,900円

CR-V e:HEV EX

＊

型式：6AA-RT5 2.0L 電気式無段変速機/FF
●価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

47,422円

車両本体価格の一例（消費税10%込み）

月間走行距離1,000km
5年契約の場合の一例＊

（消費税10％込み）

一般色で算出/オプション非装着車で算出 ●初回お支払い月額（初回は
2か月分）94,844円 ●2回目以 降 お支 払い月額（×58回）47,422円
●リースお支払い総額2,845,320円 ●設定残存価額910,440円

月々

3,925,900円
＊

64,171円

（消費税10％込み）

一般色で算出 ●初回お支払い月額（初回は2か月分）128,342円
●2回目以降お支払い月額（×58回）64,171円 ●リースお支払い
総額3,850,260円 ●設定残存価額1,320,530円

●「楽らくまるごとプラン」について詳しくは下記をご覧ください。

●「楽らくまるごとプラン」について詳しくは下記をご覧ください。

Photo：CR-V e:HEV EX
（FF）
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：66,000円高）

Photo：N-WGN L・Honda SENSING（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール（有料色：33,000円高）

Photo：フィット e:HEV CROSSTAR
（FF）
ボディーカラーはサーフブルー メーカーオプション（ルーフレール44,000円高）装着車
「ルーフレール」を装着した場合、
「シャークフィンアンテナ」が装備されます。

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） メーカーオプション
（Honda インターナビ、1列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエア
バッグシステム、Cパッケージ［ロールサンシェード など］はセットで313,500円高）装着車

Photo：N-BOX EX
（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（有料色：55,000円高） ディーラー
オプション（8インチ プレミアム インターナビ
VXU-227NBi 209,000円、ETC2.0車載器 ナビ連動タ
イプ 19,800円）装着車［取付工賃、取付アタッチメント別途］
●ETC2.0車載器を使用するには、別途決済用のETCカード、
セットアップ作業（セットアップ費用）が必要となります。

楽まるとは

契約期間満了時の選択

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

乗換

返却

買取

延長

日本発祥のアウトドアブランド。
「海辺5メートルから標高800メートルまで」で愛用されるものづくりをモットーに、家族のさまざまな
「Enjoy!」
に寄り添います。

3年契約
5年契約

lの が
0m ル
50 ボト る！
ト
ッ 入
ペ 6本

（2年）

※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。

月額に含まれる費用
車両/付属品/
登録諸費用

延長保証 ※1

点検代/
車検代 ※1

税金関係

消耗品含む
メンテナンス

保険関係

※2

ダブルの安心
残価

中四国地区 Honda Cars 限定

●月額料金は目安であり、
実際の支払などを保証するものではありません。
●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

※3

（契約満了時の車両価格）

+

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。
●月額料金は、
タイプ、
装着オプション、
ボディーカラー等によって変わります。
●頭金やボーナス加算を設定いただく
ことも可能です。
●契約満了時の諸条件については、
お近くの販売会社までお問い合わせください。
●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。

免責30万円分

※3

★1

【 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（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。

※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

ご試乗・査定・商談でプレゼント!
期間：2022年4月9日
（土）
〜予告なく終了

気分に合わせて両A面デザインを使い分けできます！

サイズ：W45×H25×D20cm（持ち手含まず）

※プレゼントは『クーラーバッグ』1つのみです。収納物はプレゼントに含まれません。

★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。
【楽まるお支払い例について】2022年6月の一例で、初回お支払い月を2022年8月で計算した一例です。契約満了時の諸条件については、販売会社までお問い合わせください。
★1【ご試乗・査定・商談プレゼントキャンペーンについて】●対象地区：中四国地区のHonda Cars店●写真、イラストはイメージです。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。●詳しくは販売会社までお問い合わせください。★2【Honda純正用品ご購入クーポンプレゼントキャンペーンについて】●フリード、フィット、N-WGN、CR-Vの新車をご成約かつご登録（届出）いただいた方が対象となります。●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）ご購入の際にご使用いただけます。●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。総額が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。●取付工賃はご成約者様のご負
担とさせていただきます。●当プレゼントキャンペーンの権利の他人への譲渡や換金、値引きはできません。●プレゼントはご成約された車を対象として取付けします。●このキャンペーンは広島県Honda Cars店でご購入いただいた方が対象となります。●他のキャンペーンと併用できない場合があります。

＊車両本体および楽まるの価格はHonda Cars 広島の一例です。価格は各販売会社が独自に定めております。詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。価格は消費税（10%）込みの価格です。車両本体価格には 、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。

この 週 末 は 、お近くの 広 島県

■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。■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。■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10％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。詳しくはお近くの販売会社までお問い合わせください。■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ことがあります。■この広告の有効期間は
2022年5月31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。

Honda Cars へ！

広島県 Honda Cars の
最新情報はコチラで検索！
● 機 種により読み取れない場 合がございます。

