
県北地区

Honda Cars 荒尾

Honda Cars 菊池

Honda Cars 熊本東

Honda Cars 熊本北

Honda Cars 熊本

Honda Cars 山鹿

菊池市大琳寺43菊池店

菊池郡大津町室225 - 4大津バイパス店
菊池郡菊陽町津久礼2694 -7 菊陽バイパス店

荒尾市万田955 -1荒尾店
玉名市岱明町庄山927玉杵名店

Honda Cars 阿蘇
阿蘇市一の宮町宮地4549 -1一の宮店

玉名市大倉559 -1玉名店

山鹿市鹿央町持松160 -1山鹿店

山鹿市鹿校通3 -1-1山鹿鹿校通店

県央地区

Honda Cars 熊本東

Honda Cars 熊本江津

Honda Cars 熊本

Honda Cars 熊本南
熊本市南区南高江6 - 6 - 3南高江店

熊本市東区東野2- 8 -1健軍店

熊本市中央区大江4 - 3 -14大江店
熊本市中央区南熊本5 -1-11琴平店
熊本市中央区世安3 -13 -14世安店
熊本市中央区八王寺町33 - 53八王寺店
熊本市中央区出水7- 9 6 -1出水店

熊本市北区四方寄町513北部店
熊本市北区高平3 - 41-13清水店

熊本市西区上熊本2-14 - 31上熊本店
熊本市東区御領8 - 6 - 8 0熊本インター店

熊本市南区富合町清藤458 -13富合店

宇土市三拾町158 -1宇土店

県南地区

Honda Cars 熊本

Honda Cars 人吉中央
人吉市西間下町1063 -1矢黒バイパス店

Honda Cars 人吉
人吉市瓦屋町10 -1人吉インター店

Honda Cars 水俣
水俣市ひばりケ丘3 -101水俣店

Honda Cars 宇城
宇城市松橋町久具322松橋店
宇城市小川町北新田423 - 42宇城南店

八代市上片町1592 -1八代インター店
八代市本野町1958八代南店
天草市亀場町食場989天草店

熊本県 Honda  Ca r s  全30店舗で、みなさまのカーライフをフルサポート！ 検  索熊本県ホンダカーズ詳しくはコチラ

☎（0968）25-4695

☎（096）293-3434
☎（096）233-1313

☎（0968）62-1410
☎（0968）57-0500

☎（0967）22-0347

☎（0968）74-1018

☎（0968）44-3155

☎（0968）43-3885

☎（096）357-5311

☎（096）369-1212

☎（096）362-2222
☎（096）288-3131
☎（096）352-9166
☎（096）378-8111
☎（096）379-7177

☎（096）324-6511
☎（096）345-7777

☎（096）323-5151
☎（096）389-2151

☎（096）357-4400

☎（0964）27-5091

☎（0966）22-4752

☎（0966）22-5875

☎（0966）63-1255

☎（0964）33-1133
☎（0964）43-2202

☎（0965）35-8800
☎（0965）32-6165
☎（0969）23-2511

★

■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品以外のメーカ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。

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 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。 

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

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。

Photo（3点）：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★1 ■価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。　 
ボディーカラーはプレミアムクリスタルガーネット・メタリック（有料色：60,500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。　

リアルなサウンドが、車内を包み込む。BOSEプレミアムサウンドシステム

タイプ別設定パール調ソフトパッド

タイプ別設定

パンチングメタル・エアコンアウトレット

★

ZR-V X［ガソリン車］ ｜ 型式：5BA-RZ3 1.5L VTEC TURBO  CVT（トルクコンバーター付）/FF
ZR-Vはこの価格からご用意しております。

Photo：ZR-V e:HEV Z（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：60,500円高）

熊本県 Honda Cars は
応援しています

生まれてきてくれた赤ちゃん、パパ、ママを

室内に漂う上質な色気 細部まで上質な仕立て

ZR-V e:HEV Z （FF） 【メイン写真掲載車】
型式：6AA-RZ4 2.0L 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。 円車両本体価格の一例

（消費税10％込み） 3,899,500 ★1
円

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,949,100 ★1

12 High Performance Speakers

ZR-Vの室内環境に合わせBOSE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。自然で広がり感のある
音場を全席で実現。12個の高性能スピーカーを車室内に
最適配置しました。20cm口径15L大容量サブウーファー
ボックスによる迫力の重低音をお楽しみいただけます。

Photo：ZR-V e:HEV Z（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：60,500円高） インテリアカラーはマルーン　■機能説明のためのイメージ図　■BOSEは、米国Bose Corporationの登録商標です。

❶ミッドレンジスピーカー（8cm） 
❷ツィーター（フロントピラー） 
❸ワイドレンジスピーカー（17cm・フロントドア）
❹ツィーター（リアドア） 
❺ワイドレンジスピーカー（13cm・リアドア） 
❻ミッドレンジスピーカー（8cm）
❼サブウーファースピーカー（20cm）

1
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はじめてばこ TKU

詳しくはコチラを検索▼

2.5%
実質年率

残クレ

キャンペーン実施中
詳しくは、中面の内容をご確認ください。

お得なキャンペーン実施中！
N-WGN・FIT・FREEDにN-WGN・FIT・FREEDにTo
pics

詳しくはコチラ！
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ご来場でチャンス！

ご成約 かつご登録（届出）でプレゼント！

ご試乗・査定・ご商談 のいずれかでプレゼント！

Hondaハートオリジナルグッズ抽選会
●写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。●抽選はお一組様一回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の併用は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。

2022年12月3日（土）～なくなり次第終了

〈熊本県 Honda Cars キャンペーン〉

〈熊本県 Honda Cars キャンペーン〉

〈熊本県 Honda Cars キャンペーン〉

ふわふわフリースブランケット引換券
［引換券配布期間］ 2022年12月3日（土）～なくなり次第終了 
※フリースブランケットは、2023年1月4日（水）～店頭にてお引き換えいただけます。
●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引換券1枚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。

●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。

全国８エリア選べるうまいものグルメ
2022年12月3日（土）～2023年1月15日（日）

期間中、Honda車を新車でご成約かつ
ご登録（届出）いただいた方に上記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。

C賞
Hondaハート

メモ帳

D賞
Hondaハート

クリアファイル
Hondaハート

マグカップ
Hondaハート

ステンレスボトル＆ランチバッグセット

B賞A賞

Hondaオリジナル

初売り初売り フェアフェア先取り先取り初売り フェア先取り

この週末は、お近くの

熊本県 Honda Cars へ！
熊本県 ホンダカーズ ケータイ、スマホで簡単アクセス！詳しくはWebサイトをご覧ください。 ※機種により読み取れない場合がございます。



★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。 ■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。■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。各販売会社までお問い合わせください。■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。

10万円分
プレゼント
ご成約かつ登録で

FREED / N-WGN / FIT お得なキャンペーン実施中

N- BOX  /  V E Z E L
S T E P  WGN も
お見逃しなく。

★ 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。 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、熊本県 Honda Cars 各店へお早めにご相談ください。

1T
opics

2T
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用品購入
クーポン

Honda 純正 8NEW
NEW

NEW

初売り

フェア
先取り

N-WGNSTYLE+ BITTER
フィット e:HEV RS
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。

★1
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 2,346,300円
Photo：フィット e:HEV RS
ボディーカラーはスレートグレー・パール（有料色：33,000円高）

N-WGN Ｌ 特別仕様車 STYLE＋ BITTER
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。★1
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 1,549,900円
Photo：N-WGN Ｌ 特別仕様車 STYLE＋ BITTER（FF）ボディーカラーはブリティッシュグリーン・パール
ディーラーオプション（9インチ プレミアム インターナビ LXU-237NBi 229,900円
［取付アタッチメント等、取付工賃別途］《2023年1月下旬発売予定》）装着車

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）

Photo：N-WGN Custom L・ターボ（FF）
ボディーカラーはミッドナイトブルービーム・メタリック（有料色：33,000円高）

特別装備をプラスし、より上質感あふれるスタイルに。 デザイン、走りの質にさらにこだわったタイプ

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。

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 〉

万円分
プレゼント
ご成約かつ登録（届出）で

用品購入
クーポン

Honda 純正

N-WGN FIT&

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】

2,175,800
★1

円

5人乗り フィットはこの価格からご用意しております。

1,592,800円 ★1

フィット BASIC ［ガソリン車］
型式：5BA-GS4 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）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
■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。

N-WGN Custom L・ターボ 【写真掲載車】

1,749,000
★1

円

4人乗り N-WGNはこの価格からご用意しております。

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

車両本体価格の一例（消費税10%込み）

（消費税10％込み）
（消費税10％込み）

クルマの
かしこい
乗り方

残クレ
残価設定型クレジット

　　分割で
お支払いいただく分

車両価格

（頭金＋分割払い〈59回〉）

最終回
お支払い分
（60回目）

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。 詳しくは各販売会社までお問い合わせください。さらに、月々のお支払い金額は最低3,000円から設定可能です!

60回払いのお支払いイメージ
残価設定型クレジット

2.5%実質年率 キャンペーン実施中
残価設定型
クレジット

数年後のクルマの買い取り額が
保証されている※ので安心です。

最終回お支払い時に「新車に乗り換える」
もしくは「車両を返却して終了」を選ぶ場合、
残クレなら

だから、将来のクルマの価値が大きく下がる
かもしれないという心配は不要です。

※別途定める条件がございます。

※別途定める条件がございます。

残価
［ 契約満了時の
  車両価格 ］ ［ 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 ］

＊3

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。
さらに、残価保証と傷やへこみの修理費30万円分の免責がつきダブルで安心です！

3年/5年契約のお支払いイメージ
楽らくまるごとプラン

月々の
お支払い分

＊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

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
●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。

が、
楽まるなら

車両・
付属品

登録
諸費用

点検代/
車検代 税金関係 保険関係

延長保証 消耗品含む
メンテナンス

＊2

＊3

だから、家計の管理がしやすく安心ですね。
必要な費用をまとめて定額でお支払いできます。

【 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）

買い取り保証がある※

「残クレ」が安心！

将来の車両買い取り額をあらかじめ決めておきたい方は

まるごと定額の
「楽まる」におまかせ！

わかりにくいメンテナンスや税金関係も任せたい方は、

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

車両を返却してお支払い

最終回お支払い分を一括でお支払い

最終回お支払い分を分割でお支払い

最終回のお支払い方法

①新車に乗り換える
②そのまま乗り続ける

③車両を返却して終了

プラン
※1

※1

（お引落とし口座から自動振替）

（再クレジット）
※2

※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。

ZR-V

【対象車種（新車のみ）】 ZR-V 【所要資金（割賦元金）】 100万円以上
【クレジット条件】残価設定型クレジット　※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。

残価設定型クレジット　実質年率3.5％ 

【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。 

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。

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

月額に含まれる費用

ダブルの安心

3To
pics

FREED

★2 ［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。

★2 ★2

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

2,898,500 ★1

円

5人乗り

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 EX 【写真掲載車】

1,678,600 ★1

円

4人乗り

［特別装備］ ●クロームメッキ加飾アウタードアハンドル ●14インチスチールホイール＋フルホイールキャップ（グレーメタリック&ブラック） など［特別装備］ ●ブラック ファブリックシート＆ブラック インテリア ●15インチアルミホイール〈ブラック〉 など

FIT RS

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（9イ
ンチ プレミアム インターナビ LXU-237NBi 229,900円［取付アタッチメント等、取付工賃別途］《2023年1月下旬発売予定》、
ETC2.0車載器 ナビ連動タイプ 19,800円［取付アタッチメント、取付工賃別途］）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。

車両本体価格の一例
（消費税10％込み）

型式：6AA-RP8 2.0L 電気式無段変速機/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。

ステップ ワゴン e:HEV
SPADA 

3,641,000 ★1

円

7人乗り

Photo：ステップ ワゴン e:HEV SPADA（FF）ボディーカラーはトワイラ
イトミストブラック・パール（有料色：38,500円高）ディーラーオプショ
ン（11.4インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 292,600円
［取付アタッチメント、パネルキット、
取付工賃別途］）装着車

対象車種：N-WGN（Custom含む）、フィット（e:HEV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。
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＊1

＊1

L 特別仕様車FREED BLACK STYLE
フリード HYBRID G 特別仕様車 ブラックスタイル（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。 ★1

車両本体価格の一例（消費税10%込み） 2,699,400円
Photo：フリード HYBRID G 特別仕様車 ブラックスタイル（FF/6人乗り）
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（9インチ プレミアム インターナビ VXM-237VFNi 237,600円
［取付アタッチメント、フェイスパネルキット、取付工賃別途］）装着車

全身に効かせたブラックが、スタイルの上質さを際立たせる。
HYBRID G 特別仕様車

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
■右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。

フリード HYBRID CROSSTAR 【写真掲載車】

2,902,900
★1

円

6人乗り フリードはこの価格からご用意しております。

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

車両本体価格の一例（消費税10%込み）

Photo：フリード HYBRID CROSSTAR（FF）
ボディーカラーはシルバーミストグリーン・メタリック
ディーラーオプション（9インチ プレミアム 
インターナビ VXM-237VFNi 237,600円
［取付アタッチメント、フェイスパネルキット、取付工賃別途］）装着車
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