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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。

この週末は、お近くの

鹿児島県 Honda Cars へ！
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。 

■車両本体価格には、応急パンク修理キットが含まれます。■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。

世界的な半導体不足等によりまして、通常より新車の納期が掛かる傾向にございます。
ご購入をご検討のお客様は、鹿児島県 Honda Cars 各店へお早めにご相談ください。 

充実装備のスタンダードタイプ。

e : HE V X

L I N E  U P
★

X ★

ZR-V e:HEV X
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

4WD4WD 型式：6AA-RZ6 2.0L 
電気式無段変速機万円351.89 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

FFFF 型式：6AA-RZ4 2.0L
電気式無段変速機万円329.89 ★1

※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。

ZR-V X
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

4WD4WD
型式：5BA-RZ5 1.5L 
VTEC TURBO  CVT
（トルクコンバーター付）万円316.91 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

FFFF
型式：5BA-RZ3 1.5L 
VTEC TURBO  CVT
（トルクコンバーター付）万円294.91 ★1

上質な室内空間と多彩な先進装備を搭載した上級タイプ。

e : HE V Z ★

Z ★

ZR-V e:HEV Z
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

4WD4WD
メイン写真掲載車右写真掲載車右写真掲載車

型式：6AA-RZ6 2.0L 
電気式無段変速機万円411.95 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

FFFF 型式：6AA-RZ4 2.0L 
電気式無段変速機万円389.95 ★1

※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の価格は含まれておりません。

ZR-V Z
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

4WD4WD
型式：5BA-RZ5 1.5L 
VTEC TURBO  CVT
（トルクコンバーター付）＋
パドルシフト万円376.86 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

FFFF
型式：5BA-RZ3 1.5L 
VTEC TURBO  CVT
（トルクコンバーター付）＋
パドルシフト万円354.86 ★1

ガソリン車ガソリン車

クリスタルブラック
パール

プレミアムクリスタルブルー
メタリック★1

ミッドナイトブルービーム
メタリック★2

プレミアムクリスタル
ガーネット・メタリック★1

ノルディックフォレスト
パール

スーパープラチナグレー
メタリック★2

プラチナホワイト
パール★2

伸びやかなデザインと精緻で上質な仕立てに包み込まれる。

SUVのドライブ体験を一新する、操る歓び。

世界に、あたらしい気分を 。N E W  H o n d a  S U V

誕
生

★
ドライブに先進の安心を。

★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。

タイプ別設定室内に漂う上質な色気

「デザイン」と「機能性」の新たな表現

細部まで上質な仕立て

「Honda  SENS ING」について詳しくはこちら▶
（機種により読み取れない場合がございます）

新開発 スポーツe:HEV※1をSUVに初搭載※2。

パール調ソフトパッド

デジタル造形デザイン

パンチングメタル・エアコンアウトレット

電気の力によるスムーズな走り出し、コーナーでのトルク感、澄みわたるエンジン音。
日常で、グランドツーリングで。
この上質な爽快感は、きっとあなたのイメージを超えてくるはずです。

●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。

楽らくまるごとプラン

楽まる
すべておまかせ。ゆとりと安心。

楽まるとは
月額に含まれる費用 ダブルの安心

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

車両/付属品/
登録諸費用 延長保証※1 消耗品含む

メンテナンス
点検代/
  車検代※1 税金関係 残価※3

（契約満了時の車両価格） 免責30万円分※3保険関係※2

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）
※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

【 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）

※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年/5年契約のみ

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。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。

好きな新車を
Hondaのサブスクで

60回払いの
お支払いイメージ

残価設定型クレジット 最終回お支払い時に、３つのプランからお選びいただけます。

車両を返却してお支払い※1

車両を返却してお支払い※1

最終回お支払い分を一括でお支払い
（お引落とし口座から自動振替）
最終回お支払い分を分割でお支払い※2
（再クレジット）

最終回のお支払い方法

新車に乗り換える

車両を返却して終了

そのまま乗り続ける

プラン

車両価格

分割で
お支払いいただく分

（頭金＋分割払い〈59回〉）

最終回
お支払い分
（60回目）
残価

※１：車両返却時の（一財）日本自動車査定協会の基準に基づくカー
チェックによる内外装に関する減点が100点以内、かつ月間走行距離
1,000km以下が条件となります。この条件を超えた場合、内外装に関す
る減点1点につき1,000円、走行距離1kmにつき車種ごとの規定金額が
お客様のご負担となります。また違法改造や事故の修復歴があった場合
は別途規定の精算金額をご負担いただきます。（月間走行距離は
1,500kmもお選びいただけます。その際、最終回のお支払い金額は変
動します）※２：再クレジットご契約に際しては、別途条件がございます。
再クレジットの金利（分割払い手数料）は、再クレジットお申し込み時の
金利が適用されます。

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

100万円以上

【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）

所要資金（割賦元金）
%
実質年率3.5

金利（分割払い手数料）は見直す場合がございます。
ご利用にあたっては、お申し込み時の金利が適用されます。

【 対 象 車 種 】　Honda四輪新車（一部除く）
【クレジット条件】お支払い回数：36/48/60回
※軽貨物は24回もお選びいただけます。

%
実質年率2.5 キャンペーン

実施中

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。

残価設定型
クレジット

ZR-V

Photo：ZR-V e:HEV X（FF）ボディーカラーはプレミアムクリスタルガーネット・メタリック（有料色：6.05万円高）

Photo（4点）：ZR-V e:HEV Z（4WD）　ボディーカラーはプレミアムクリスタルガーネット・メタリック（有料色：6.05万円高）　インテリアカラーはマルーン　■メーター類は撮影のため点灯。■画面はハメコミ合成。 Photo：ZR-V e:HEV Z（4WD）　ボディーカラーはプレミアムクリスタルガーネット・メタリック（有料色：6.05万円高）　※1 e:HEV：イー エイチ イー ブイ ※2 2022年11月時点。Honda調べ。

Photo：ZR-V e:HEV Z（4WD）　ボディーカラーはプレミアムクリスタルガーネット・メタリック（有料色：6.05万円高）

Photo：ZR-V e:HEV Z（FF）　★1印のボディーカラーは有料色：6.05万円高　★2印のボディーカラーは有料色：3.85万円高となります。

Photo：ZR-V e:HEV Z（FF）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：3.85万円高）



詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

新世代コネクテッド技術により

一人ひとりの走行データを把握して、

安全運転レポートをお届け。

さらに運転スコアに応じて保険料の割引も。

｢安心・安全・お得感｣をお客様へ。

そんな新しい時代の保険です。

あなたの運転に   いいね！

※保険会社によって名称は異なります。

①走行データを
　　  　送信

搭載車

②走行データを
　 保険会社へ

③運転性向診断※&保険料割引

Honda コネクテッド
プラットフォーム

Good!
90

アクセル

ブレーキ

ハンドル

score

お客様
ご契約
保険会社

Honda コネクト保険は以下の条件を
満たす場合にご利用いただけます。　
1. Honda CONNECT搭載車種であること
2. Honda CONNECTディスプレー又はGathers
　 (CONNECT対応)ナビ装着車であること
3. Honda Total Care(以下「HTC」)会員であること
4. HTC会員アプリまたはHTC会員サイトにて
　 利用規約に同意いただいていること

走行データを把握して、
安全運転レポートをお届け。

運転スコアに応じて保険料の割引も。

プレゼント8万円分Honda 純正

用品購入
クーポン

（消費税10％込み）

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 〉

対象車種：フィット（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。 ●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。あらかじめご了承ください。詳しくは、各販売会社までお問い合わせください。

FIT
ご成約かつご登録で

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 〉

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。 ●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。あらかじめご了承ください。詳しくは、各販売会社までお問い合わせください。

FREED
ご成約かつご登録で プレゼント10万円分Honda 純正

用品購入
クーポン

（消費税10％込み）

プレゼント ★2 ★2★28万円分Honda 純正

用品購入
クーポン

（消費税10％込み）

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 〉

対象車種：N-WGN（Custom含む）
●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。 ●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。あらかじめご了承ください。詳しくは、各販売会社までお問い合わせください。

N-WGN
ご成約かつご登録（届出）で

北海道 東北 中部関東 近畿 中国 四国 九州

この週末はお近くの
鹿児島県 Honda Cars ヘ鹿児島県 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。

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
応援しています！

鹿児島県の
Honda中古車
検索サイト

■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各販売会社までお問い合わせください。■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。

★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。

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。

★ 世界的な半導体不足等によりまして、通常より新車の納期が掛かる傾向にございます。
ご購入をご検討のお客様は、鹿児島県 Honda Cars 各店へお早めにご相談ください。 

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

★2 ［N-WGN・フィット・フリード 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（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。 軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

4人
乗り

6人
乗り

ミニバン
ハイブリッド

5人
乗り

コンパクト
e:HEV

車両本体価格の一例
（消費税10％込み）

型式：6BA-JH3 0.66L＋ターボ CVT（トルクコンバーター付）＋パドルシフト/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-WGN Custom L・ターボ ［写真掲載車］

1,749,000 ★1

円

Photo：N-WGN Custom L・ターボ（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：フィット e:HEV HOME（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）

4人
乗り

5人
乗り

SUV
e:HEV

特別装備
●ベルリナブラック加飾
　9灯式フルLEDヘッドライト　など

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,298,000円
★1

N-WGN G
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。

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
■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。

フィット e:HEV HOME［写真掲載車］

2,175,800 ★1

円
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,592,800円
★1

フィット BASIC ［ガソリン車］
型式：5BA-GS4 1.5L 
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。

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）

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
■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。

フリード HYBRID G（6人乗り）［写真掲載車］

2,633,400 ★1

円
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

2,275,900円
★1

フリード G（6人乗り）［ガソリン車］
型式：5BA-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。

車両本体価格の一例
（消費税10％込み）

型式：6BA-JF3 0.66L＋ターボ CVT（トルクコンバーター付）＋パドルシフト/FF
■下記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。

N-BOX Custom 特別仕様車 L・ターボ STYLE＋ BLACK［写真掲載車］

2,057,000 ★1

円
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,448,700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。

2（4）人
乗り

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
■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-VAN +STYLE FUN［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。

Photo：ヴェゼル e:HEV Z（FF）
ボディーカラーはプレミアムクリスタルレッド・メタリック

（有料色：60,500円高）

Photo：N-VAN +STYLE FUN（FF/CVT）
ボディーカラーはソニックグレー・パール

（有料色：33,000円高）

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
■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。

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。

※2022年4月～9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）

●期間中にHonda車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。 ●プレゼントはお一組様おひとつとさせていただきます。 ●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。
●写真はイメージです。実物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。

●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。●プレゼントはお一組様一つとさせていただきます。●収納物はプレゼントに含まれ
ません。●写真はイメージです。実物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。

〈鹿児島県 Honda Cars キャンペーン〉

札幌時計台食堂
味噌ラーメン［18食］

賞味期限：製造日より300日 / 保存方法：常温

牛たん詰合せ

賞味期限：製造日より180日 / 保存方法：冷凍

宮城県

名古屋コーチン味噌漬

賞味期限：製造日より365日 / 保存方法：冷凍

愛知県

相模豚しゃぶしゃぶモモ

賞味期限：製造日より30日 / 保存方法：冷凍

神奈川県

神戸ビーフすき焼肉
（モモバラ）

賞味期限：製造日より30日 / 保存方法：冷凍

兵庫県 山口県 香川県

あぐー豚バラスライス

賞味期限：製造日より180日 / 保存方法：冷凍

沖縄県

ご成約かつご登録（届出）で 2022年12月3日（土）2023年1月15日（日）

［期間］

期間中、Honda車を新車でご成約かつご登録（届出）いただいた方に下記8種類のグルメの中からいずれかおひとつプレゼントいたします。
選べるうまいものグルメ全国８エリアスタンダード エコバッグ 

プレゼント！ 期間：無くなり次第終了

ご試乗・査定・ご商談のいずれかで

〈鹿児島県 Honda Cars キャンペーン〉

Hondaハート

36cm
11cm

37cm

2Lの
ペットボトルが
3本入る！

［耐荷重：10kg］

Photo：N-BOX Custom 特別仕様車 L・ターボ
STYLE＋ BLACK（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）
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)［取付工
賃、取付アタッチメント別途］[在庫無くなり次第
販売終了]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。

うまふぐ3種
［9個セット］

賞味期限：製造日より365日 / 保存方法：常温

狸屋 さぬきうどん
［6個］

賞味期限：製造日より90日 / 保存方法：常温

New New New

仕事とレジャーの相棒に。
　フレンドリーな丸目のスタイル。
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