
※2021年4月～9月国内軽自動車新規届出台数第1位
（全軽自協調べ）

N-BOX

軽販売台数
2021年度 上半期

フェア初売り先取り

★2 N-WGN 用品購入クーポンプレゼントキャンペーンについて ■N-WGN、N-WGN Customを新車でご成約かつ登録（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と
8万円以上の用品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。 ■取付工賃、取付アタッチメント費等が別途必要となる場合がございます。 ■クーポンのご利用はホンダ アクセスのアクセサリーカタログに掲載されている用品
に限ります。 ■ご成約のタイプによっては取付できない用品、または別途アタッチメント等が必要な場合があります。 ■当プレゼント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ございます。 ■ご成約いただいた販売店でのみ有効です。 ■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

■車両本体価格には、応急パンク修理キット（またはスペアタイヤ）・標準工具・ジャッキが含まれます。■表示装備以外に店頭で付属品をセットされる場合は別途費用がかかります。
■車両本体価格には特別装備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。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。■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。

鹿児島県 Honda Carsでは、
感染防止対策を講じてご来店を
お待ちいたしております。

※イラストはイメージです。 詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

マスクの
着用

手・指の
消毒

定期的な
換気

試乗車・
展示車の
除菌

★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 鹿児島の一例です。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、お近くの

鹿児島県 Honda Cars へ！
鹿児島県 ホンダカーズ詳しくは専用Webサイトをご覧ください。後席もシートベルト、チャイルドシートのご着用をお忘れなく。 

期間中、査定を実施された方に
下記商品の中から1点プレゼントいたします。

プレゼント!
Hondaの新車をご成約で
８つのニッポンのうまいものグルメの中からお1つプレゼント！

プレゼント!ニッポンの地場特産品 うまいものグルメ

●写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。 ●店頭へ車両お持ち込みの上、査定させていただいた方が対象となります。 ●プレゼントはお一組様いずれか1つとさせていただきます。 ●プレゼント内容は予告なく変更となる場合がございます。 ●プレゼントの数には限りがございます。品切
れの際はご容赦ください。 ●他のキャンペーンとは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。

●期間中にHonda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。●プレゼント内容は予告無く変更となる場合がございます。●プレゼントはお一組様一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。品切れの際はご容赦ください。●プレゼントの権利を他人に譲渡したり、現金または他の商品と交換することはできません。●写真は全てイメージです。実際とは異なる場合がございます。 
●他のキャンペーンと併用できない場合がございます。●一部のお店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。〈熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 Honda Cars キャンペーン〉 〈鹿児島県 Honda Cars キャンペーン〉
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SWEET ALICE

一足早く、2022年の
初売りを先取り！

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。 現在、クルマの納期がかかる傾向にあります。近くお乗り換えをご検討の場合は各販売会社へご相談ください。 軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

型式：6BA-JF3 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/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。

N-BOX EX 【写真掲載車】

1,658,800 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,428,900円
★1

N-BOX G
型式：6BA-JF3 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

N-BOXはこの価格から
ご用意しております。

4県
合同
Honda Cars

熊
本

県・
宮崎
県・鹿児島県・沖縄

県 査定で ご成約かつご登録（届出）で

プレゼント

｜Hondaの軽、「N」シリーズ! あなたの生活にぴったりのNを見つけてください。｜

2（4）人
乗り

Photo：N-VAN L（FF/CVT車）
車両本体価格の一例（消費税10％込み）1,405,800円★1 
ボディーカラーはタフタホワイトⅢ　
シートアレンジの各操作は、異物をはさんでいないか確認の上、
無理な力をかけず確実に行ってください。

Photo：N-VAN L（FF/CVT車）
車両本体価格の一例（消費税10％込み）1,405,800円★1 
ボディーカラーはタフタホワイトⅢ　
シートアレンジの各操作は、異物をはさんでいないか確認の上、
無理な力をかけず確実に行ってください。

クルマの左側に
もうひとつの大開口を。
助手席側センターピラーレス
（ドアインピラー構造）

4人
乗り

さらに！

引換券
サイズ：約縦900×横1,200mm

Hondaオリジナル

ふわふわ
フリース
ブランケット

Hondaオリジナル福袋

Happy
Bag

★

北海
道

味付ジンギスカン1.1kg
ベルのたれ

関東

人気の6種セット
宇都宮餃子館

中部

肩バラすき焼き350g
【A4】松阪牛

近畿

バラカルビ焼肉350g
神戸ビーフ

中国

広島産かきフライ
60粒

東北

きりたんぽギフト

四国

みかんジュース×4本
いのうえ果樹園

九州

水たきセット
博多華味鳥

12/4 19土 日
2021年 ま

で

なくなり次第終了 12/4 土2021年 1/16 日2022年 まで～期間

Photo：N-WGN L・Honda SENSING（FF）
ボディーカラーはホライズンシーブルー・パール　
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-217NBi 209,000円）装着車
［取付工賃、取付アタッチメント別途］

4人
乗り

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）

Photo：N-VAN +STYLE FUN（FF/CVT）
ボディーカラーはサーフブルー

残クレ

2.5
キャンペーン
対象車

%
実質
年率

詳しくは裏面を
ご覧ください。

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

型式：5BD-JJ1 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

N-VAN 
+STYLE FUN 【メイン写真掲載車】

1,629,100 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,276,000円
★1

N-VAN G
型式：5BD-JJ1 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF
■同価格で6速MTの設定もあります。

N-VANはこの価格から
ご用意しております。

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
■下記価格には写真のディーラーオプションの
価格は含まれておりません。

N-WGN L
Honda SENSING 【写真掲載車】

1,364,000 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,298,000円
★1

N-WGN G・Honda SENSING
型式：6BA-JH3 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

N-WGNはこの価格から
ご用意しております。

万円分
プレゼント！

★2（消費税10％込み）

購入クーポン

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ございます。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 〉

※クーポンをナビに適用される場合、ナビの種類・在庫状況によっては適用になら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。

Honda純正用品
ご成約かつご登録（届出）で
N-WGN

12/4 19～土 日

2021年

まで
期間 1/4 ～店頭にて引き換え

できます。火

2022年受け
取り

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。



残クレ

2.5
キャンペーン
対象車

%
実質
年率

詳しくは下記を
ご覧ください。

この週末はお近くの 鹿児島県 Honda Cars ヘ■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で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、ディーラーオプションの価格は含まれておりません。■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。

★1 価格は全て消費税（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 鹿児島の一例です。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。

%
実質
年率0.9 %

実質
年率2.5

CR-V 残価設定型クレジット

100万円以上

【クレジット条件】残価設定型クレジット

所要資金（割賦元金）

CR-V / CR-V e:HEV対象車種
（新車のみ）

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。 詳しくは各販売会社までお問い合わせください。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となります。審査の結果お受けできない場合がございます。

●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。●契約満了時の諸条件
については、各販売会社へお問い合わせくだ
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。

3年/5年契約のお支払いイメージ

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

車両・付属品 登録諸費用 延長保証 消耗品含む
メンテナンス 税金関係 自賠責保険 自動車保険＊1

3年契約

5年契約

乗換 買取返却 延長契約期間満了時の選択

（2年）

残 価＊2

満了時の車両価格

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。

＊1 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)　＊2 7年契約も選べますが、残価や免責点数はありません　

鹿児島県の
Honda中古車
検索サイト 詳しくはコチラから ホンダユーカーギャラリー 鹿児島

簡単アクセスはコチラから！※機種により読み取れない場合がございます。

鹿児島県 Honda Carsは鹿児島ユナイテッドFCのオフィシャルスポンサーです。

鹿児島県 
Honda Cars は
応援しています！

50万円以上

【クレジット条件】残価設定型クレジット

所要資金
（割賦元金）

N-BOX・フィット・
フィット e:HEV
（Modulo X含む）

100万円以上

フリード（ハイブリッド含む）・フリード+（ハイブリッド含む）・
フリード Modulo X(ハイブリッド含む)・

インサイト・アコード

対象車種
（新車のみ）

お支払い回数は36/48/60回
予告なく終了する場合がございます。
あらかじめご了承ください。 
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。

%
実質
年率1.9

CIVIC 残価設定型クレジット N-BOX・FIT・FREED・INSIGHT・ACCORD 残価設定型クレジット

100万円以上

【クレジット条件】残価設定型クレジット

所要資金（割賦元金）

シビック対象車種
（新車のみ）

お支払い回数は36/48/60回
お支払い回数は
36/48/60回

2021年12月29日（水）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。

N-BOX・FIT・FREEDは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。
INSIGHT・ACCORDは2021年12月29日（水）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（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。

※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。

うれしいキャンペーン実施中！

【 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）

フェア初売り先取り

車両本体価格の一例（消費税10％込み）型式：6AA-RV5 1.5L 電気式無段変速機/FF 
■右記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。

ヴェゼル e:HEV Z 【写真掲載車】

2,898,500 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

2,279,200円
★1

ヴェゼル G  ［ガソリン車］
型式：6BA-RV3 1.5L
CVT（トルクコンバーター付）/FF

ヴェゼルはこの価格からご用意しております。

車両本体価格の一例
（消費税10％込み）

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
■右記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

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

3,122,900 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

2,714,800円
★1

ステップ ワゴン G・Honda SENSING 
型式：6BA-RP1 1.5L VTEC TURBO 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

ステップ ワゴンは
この価格から

ご用意しております。
7人
乗り

ミニバン

e:HEVがひらく、新たなドライブの可能性。

電動感を大きく高めた、
新たなドライブ体験！

Photo： ヴェゼル 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（有料色：60,500円高）
メーカーオプション（Honda CONNECTディスプレー＋ETC2.0車載器〈ナビゲーション連動〉＋ワイヤレス充電器 
220,000円高）装着車  ■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。

Photo： ヴェゼル 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（有料色：60,500円高）
メーカーオプション（Honda CONNECTディスプレー＋ETC2.0車載器〈ナビゲーション連動〉＋ワイヤレス充電器 
220,000円高）装着車  ■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。

次世代の2モーターハイブリッドシステム
「e:HEV（イー エイチ イー ブイ）」搭載。

クルマに乗った瞬間から車内は快適！

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
■右記価格には写真の有料色の価格は
含まれておりません。

フィット e:HEV HOME 【写真掲載車】

2,117,500 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,557,600円
★1

フィット BASIC ［ガソリン車］ 
型式：6BA-GR1 1.3L 
CVT （トルクコンバーター付）/FF

フィットはこの価格からご用意しております。

5人
乗り

コンパクト
e:HEV

※1 サービスのご利用にはオプションの装着など条件がございます。詳しくは各販売会社までお問い合わせください。 
※2 「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。

［Honda リモート操作］※2
エアコン操作
スマートフォンからエアコンの始動
ができるので、クルマに乗った瞬間
から車内は快適です。

小物類は撮影のために用意したものです。画面はハメコミ合成。

Honda CONNECT 機能の一例

スマホでクルマの操作や
確認ができる！

新世代コネクテッド技術 ※1 タイプ別設定

など

詳しくは
Webサイトを
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。 現在、クルマの納期がかかる傾向にあります。近くお乗り換えをご検討の場合は各販売会社へご相談ください。

★

12/4 土 日19
2021年

まで

Photo：フィット e:HEV HOME（FF）
ボディーカラーはローズゴールド・メタリック（有料色：33,000円高）

Photo：ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING（FF）
ボディーカラーはプレミアムスパークルブラック・パール（有料色：38,500円高）

Photo：フリード HYBRID G･Honda SENSING（FF/6人乗り）
ボディーカラーはシーグラスブルー・パール

Photo：ヴェゼル 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（有料色：60,500円高）

Honda純正用品
万円分
プレゼント！

★2（消費税10％込み）

購入クーポン

ご成約かつご登録で
STEPWGN

Honda純正用品
万円分
プレゼント！

★2（消費税10％込み）

対象車種：フリード（ハイブリッド含
む）／ 

フリード+（ハイブリッド含む）／ 

フリード Modulo X(ハイブリッド
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
。

〈 九州・沖縄地区 Honda Car
s キャンペーン 〉

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。

あらかじめご了承ください。

※クーポンをナビに適用される場合
、

ナビの種類・在庫状況によっては

適用になら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。

購入クーポン

ご成約かつご登録で
FREED

5人
乗り

SUV
e:HEV

対象車種：ステップ ワゴン、

ステップ ワゴン SPADA（e:HEV
含む）、

ステップ ワゴン Modulo X(e:H
EV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
。

〈 鹿児島県 Honda Cars キャ
ンペーン 〉

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。

あらかじめご了承ください。

※クーポンをナビに適用される場合
、

ナビの種類・在庫状況によっては

適用になら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。

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/FF 

フリード HYBRID G･Honda SENSING（6人乗り） 【写真掲載車】

2,561,900 ★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,997,600円
★1

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

フリードは
この価格から

ご用意しております。
6人
乗り

ミニバン
ハイブリッド

★2 フリード・ステップ ワゴン 用品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いただいた方が対象となります。 ■クーポンは対象車種とクーポン額以上の用品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。 ■取付工賃、取付アタッチメント費等が別途必要となる場合がござ
います。 ■クーポンのご利用はホンダ アクセスのアクセサリーカタログに掲載されている用品に限ります。 ■ご成約のタイプによっては取付できない用品、または別途アタッチメント等が必要な場合があります。 ■当プレゼント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ございます。 ■ご成約いただいた販売店でのみ有効です。 ■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

残クレ

2.5
キャンペーン
対象車

%
実質
年率

詳しくは下記を
ご覧ください。

キャンペーン
実施中！

キャンペーン
実施中！

キャンペーン
実施中！
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