
軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

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

椅子・
テーブルの
消毒

宮崎県 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。

■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。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。

★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 延岡北の一例です。
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、宮崎県 Honda Cars 各店へお早めにご相談ください。 

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）

ご成約かつ届出で

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：N-WGN（Custom含む）

●一部のタイプ、カラーによっては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。 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）

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。 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）

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。

★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。

★ 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。

★2★2★2

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
■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 L［写真掲載車］

1,399,200 ★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
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。

4人
乗り

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）

〈宮崎県 Honda Cars キャンペーン〉

Hondaハート 抽選会オリジナル
グッズご来場で

●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。

D賞
Hondaハート
クリア
ファイル

ステンレスボトル＆
ランチバッグセット

A賞
Hondaハート

C賞

メモ帳
Hondaハート

2022年12月3日（土）～なくなり次第終了期間

Hondaハート

B賞

マグカップ

ふわふわフリースブランケットHonda
オリジナル

プレゼント
引換券

※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。

ご試乗・査定・ご商談のいずれかで 選べるお肉全国８エリアご成約で
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種類のお肉の中からいずれかおひとつプレゼントいたします。

●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。

2022年12月3日（土）
2023年1月15日（日）

［期間］

比内地鶏鶏肉セット

東北

秋田県

神戸ビーフすき焼肉（モモバラ）

近畿

兵庫県

あぐー豚バラスライス

九州

沖縄県

かみふらの和牛すき焼き

北海道

名古屋コーチン味噌漬

中部

愛知県

相模豚しゃぶしゃぶモモ

関東

神奈川県

蒜山ジャージー牛肉モモすき焼用

中国

岡山県

阿波尾鶏ももステーキ

四国

徳島県

●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。 ●詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

［引換券配布期間］
2022年12月3日（土）～なくなり次第終了

2022年最後のチャンス！うれしいキャンペーン実施中

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）

6人
乗り

ミニバン
ハイブリッド

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有料の価格は
　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：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
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。

5人
乗り

コンパクト
e:HEV

Photo：フィット e:HEV HOME（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：55,000円高）

NEW
NEWNEW

この週末は、お近くの

宮崎県 Honda Cars へ！
宮崎県 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。



この週末はお近くの 宮崎県 Honda Cars ヘ■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 延岡北の一例です。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。 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、宮崎県 Honda Cars 各店へお早めにご相談ください。 

7人＊

乗り
ミニバン
e:HEV

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
■右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 AIR

3,382,500 ★1

円

余裕あふれる安心と自由を、
全身で表現する。

家族ひとりひとりが、
自由に居場所をつくれる
フレキシブルな室内空間。
Photo：ステップ ワゴン e:HEV AIR（FF）
ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール
（有料色：38,500円高）インテリアカラーはグレー
ディーラーオプション（11.4インチ 
Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 　

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,998,600円★1

ステップ ワゴン AIR  ［ガソリン車］
型式：5BA-RP6 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。

4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  
■右記価格には写真の有料色および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。

N-BOX EX

1,678,600 ★1

円

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［取付アタッチメント、取付工賃別途］、
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］、Hondaジュニアシート（学童用）40,700円）
装着車　●ナビの在庫状況について詳しくは各販売会社までお問い合わせください。●小物類は撮影のために用意したものです。
●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。

一緒にいる、
その人の笑顔が
元気をくれる。
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）メーカーオプション（パワー
スライドドア〈リア右側〉55,000円高）、

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）/FFN-BOXは

この価格から
ご用意しております。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）

＊メーカーオプション（2列目6:4分割ベンチシート）装着車の場合は8人乗りとなります。（22,000円高）

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：60,500円高）

H o n d a  S U V  ラ イ ン アッ プ

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。

新開発 スポーツe:HEV※1をSUVに初搭載※2。

NORMALモード ECONモード SNOWモードSPORTモード タイプ別設定

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。

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：38,500円高）

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。

ZR-V  e :HEV  Z

1

3 5 6 742

3 5 642

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（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：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。

タイプ別設定

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

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）

室内に漂う上質な色気
タイプ別設定パール調ソフトパッド

「デザイン」と「機能性」の新たな表現
デジタル造形デザイン

細部まで上質な仕立て
パンチングメタル・エアコンアウトレット

VEZEL  e :HEV  Z

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）

ダイブダウン機構によるフラットな荷室フロア。

積み込んだら、離れるだけ。
●ハンズフリーアクセスパワーテールゲート
　（予約クローズ機能付）※1
※1 タイプ別設定。

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：ZR-V e:HEV Z（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール（有料色：38,500円高）
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Photo：ヴェゼル e:HEV Z（FF）
ボディーカラーはサンドカーキ・パール（有料色：38,500円高）

全
高
1.
59
m

全幅1.79m 全長4.33m
※2 G / e:HEV Xは1.58m
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F F 上写真掲載車

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

型式：6AA-RZ4 2.0L 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。

3,899,500 ★1

円

メイン写真掲載車4WD

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

型式：6AA-RZ6 2.0L 電気式無段変速機/4WD
■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。

4,119,500 ★1

円

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,949,100円★1
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）/FFZR-Vはこの価格から

ご用意しております。

5人
乗り

SUV
e:HEV

F F 写真掲載車

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ディーラーオプションの価格は含まれておりません。

2,898,500 ★1
円

4WD

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

型式：6AA-RV6 1.5L 電気式無段変速機/4WD

3,118,500 ★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。

5人
乗り

SUV
e:HEV

Photo3点：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）ディーラーオプション（オーディオホールリッド）装着車

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：60,500円高）

宮崎県の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 宮崎

※機種により読み取れない場合がございます。

簡単アクセスはコチラから！
ミヤザキとホンダをツナグOf f ic ial B log

Honda Local

残クレ
残価設定型クレジット

月々ムリなく、ゆとりと安心。

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。
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。

【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

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

対象車種（新車のみ）

所要資金（割賦元金）

ZR-V

100万円以上%
実質年率2.5 キャンペーン
実施中

ZR-V 残価設定型クレジット
●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。

好きな新車をHon
daのサブスクで

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。

F F

VEZELe:HEVこの瞬間を謳歌する、
ヴェゼル。

SUV の力強さ、
他とは違う自由な個性。

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）

新開発 直噴エンジン

2モーターハイブリッドシステム

e:HEV
2.0L

2モーターハイブリッドシステム

e:HEV
1.5L

※1 e:HEV：イー エイチ イー ブイ   ※2 2022年11月時点。Honda調べ。

Photo：ステップ ワゴン e:HEV AIR（FF）
ボディーカラーはシーグラスブルー・パール

292,600円［取付アタッチメント、パネルキット、
取付工賃別途］、Hon d aジュニアシート
40,700円）装着車

世界に、あたらしい気分を。誕生
N E W  H o n d a  S U V

積載物、小物類は形状、サイズ等によっては積めない場合があります。小物類は撮影のために用意したものです。安全のため走行の際は荷物をしっかりと固定してください。
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