
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）で、
あらゆる道に、余裕と自由を。
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：3.85万円高）　
ディーラーオプション（11.4インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 29.26万円［取付アタッチメント・パネル
キット・取付工賃別途］）装着車

開く角度を決められるから、せまい場所でも使いやすい。
タイプ別設定パワーテールゲート（メモリー機能付）

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：3.85万円高）　
ディーラーオプション（11.4インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 29.26万円［取付アタッチメント・パネルキット・取
付工賃別途］）装着車 ■パワーテールゲートの設定や仕様については、取扱説明書をお読みください。■小物類は撮影のた
めに用意したものです。■小物類の形状、サイズ等によっては積めない場合があります。■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。■テールゲート先端が地上から約1.5m以上で設定可能となります。

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

ステップ ワゴン e:HEV SPADA写真掲載車

ステップ ワゴン SPADA〈ガソリン車〉

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：3.85万円高）

型式：6AA-RP8 2.0L 電気式無段変速機/FF
■左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 車両本体および楽まるの価格は以下に記載されている販売会社の一例です。 販売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。 ■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。■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。■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。

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：3.85万円高）
ディーラーオプション（11.4インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 29.26万円
［取付アタッチメント・パネルキット・取付工賃別途］）装着車

展示車・試乗車につきましては、事前に各販売会社へお問合せください。

誕生

●頭金0円 ●初回お支払い月額(初回は2か月分)106,616円 
●2回目以降お支払い月額（×58回)53,308円 
●リース料総額3,198,480円 ●設定残存価格1,150,700円
※上記お支払い例は、自動車保険代を含まない価格で算出しております。自動車保険代込みのプランも
　お気軽にご相談ください。 ※頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。
※残存価格は消費税抜きの価格です。
◎「楽まる」について詳しくは裏面をご参照ください。

おクルマに関する費用

まるっとコミコミ。
登録諸費用 税金関係 車検代 メンテナンス な

ど

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
車両本体価格の一例（消費税10％込み）342.1万円
月間走行距離1,000km 5年契約の場合の一例

53,308円月
々

消費税
10%込み

★1

ステップ ワゴン
バリュー保証プラン
キャンペーン実施中

【クレジット条件】バリュー保証プラン

対象車種（新車のみ）

所要資金（割賦元金）

ステップ ワゴン

100万円以上
※お支払い回数は2回（走行距離等条件により、
　2回目のお支払い額が異なります）
※契約期間：3年／5年

%
実質
年率1.9キャンペーン実施中

ステップ ワゴン
残価設定型クレジット

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

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。
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%
実質
年率1.9 対象車種（新車のみ）

所要資金（割賦元金）

ステップ ワゴン

100万円以上

な
ら楽まるステップ ワゴン 

e:HEV AIR（FF）が

世界初※。静電タッチセンサー式の
パワースライドドア。
両側パワースライドドア（静電タッチセンサー式/イージーオープンドアハンドル/挟み込み防止機構付/
スライドドア・イージークローザー付）

※2022年5月時点。Honda調べ。

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：3.85万円高）

どこに座っても、
いちばんの居心地。

足もこころも、のびのびと伸ばせる。 3列目シートを特等席に。

Photo①: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：3.85万円高）　
ディーラーオプション（11.4インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 29.26万円［取付アタッチメント・パネルキット・取付工賃別途］、シートベルト固定タイプチャイルドシート スタンダード 3.465万円、Hondaジュニアシート 4.07万円）
装着車 ■写真はカットボディーによる撮影。■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。■安全のため、シートのヘッドレストを下げた状態で走行しないでください。チャイルドシート、
ジュニアシート装着時は、それぞれの取扱説明書に従ってご使用ください。 Photo②: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：3.85万円高）

Photo① Photo②
万円364.1 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）
4WD

型式：5BA-RP7 1.5L VTEC TURBO 
CVT（トルクコンバーター付）＋パドルシフト/4WD

万円347.71 ★1
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

FF

FF

型式：5BA-RP6 1.5L VTEC TURBO 
CVT（トルクコンバーター付）＋パドルシフト/FF

万円325.71 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

ステップ ワゴン AIR〈ガソリン車〉

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：3.85万円高）

型式：6AA-RP8 2.0L  電気式無段変速機/FF
■左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。万円338.25 ★1

車両本体価格の一例（消費税10％込み）
4WD

型式：5BA-RP7 1.5L VTEC TURBO  
CVT（トルクコンバーター付）/4WD

万円324.06 ★1
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

FF

FF

型式：5BA-RP6 1.5L VTEC TURBO  
CVT（トルクコンバーター付）/FF

万円299.86 ★1

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：3.85万円高）
ディーラーオプション（11.4インチ Honda CONNECTナビ LXM-237VFLi 29.26万円
［取付アタッチメント・パネルキット・取付工賃別途］）装着車

ピタっと
止まる室内空間

居心地のよい
ハイブリッド
EVに近い

新機能

ステップ ワゴン e:HEV AIR写真掲載車

STEP WGN
家族の体感動画公開中！

詳しくはWebで！



軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

★1 車両本体および楽まるの支払い例は表面に記載されている販売会社の一例です。 価格は各販売会社が独自に定めております。詳しくはお近くの各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。

〈2022年5月26日現在の情報です。〉

■車両本体価格には、応急パンク修理キット・標準工具（ステップ ワゴンを除く）・ジャッキ（ステップ ワゴンを除く）が含まれます。■表示装備以外に店頭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。■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。■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。 ★

Honda Carsなら、
自分に合った
クルマの乗り方が
お選びいただけます。

●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、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。

【 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）

月々のお支払い額を抑えたい方に 分割で払うよりまとめて払いたい方に

★2【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、フリード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会社でのみ有効です。 ■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

すべておまかせで月々定額で払いたい方に

※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。

乗換 買取返却 延長

（2年）

契約期間満了時の選択
3年契約
5年契約

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商品です。

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

残クレ
残価設定型クレジット

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。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。

1回目の
お支払い

（車両総額－買取保証額）＋手数料

2回目の
お支払い
（買取保証額）

車両価格

お支払いイメージ

※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、2回目のお
支払い金額は変動します）※２：分割払いのご契約に際しては、別途条件がございます。分割
払いの金利（分割払い手数料）は、分割払いお申し込み時の金利が適用されます。

2回目のお支払い時に、３つのプランからお選びいただけます。
2回目のお支払い方法プラン

車両を返却してお支払い※1新車に乗り換える

車両を返却してお支払い ※1車両を返却して終了

2回目のお支払い分を一括でお支払いそのまま乗り続ける 2回目のお支払い分を分割でお支払い※2

【 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 : 2回
（走行距離条件により、2回目のお支払い額が異なります）
【 契 約 期 間 】　3年 / 5年

試乗・体感フェア！

愛車の調子を維持したい
定期点検とオイル交換のお得なパック。
愛車のコンディションを快調に保ち
トラブルの早期発見にもつながります！
詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

Hondaの
クレジットカード

Honda Cカードは、ご利用金額に
応じてHondaキャッシュポイントが

貯まります！

初年度年会費無料
※ゴールドカード除く

※出光昭和シェル・ENEOSに限る。
一部適用にならないサービスステーションがあり ます。 

リニューアル

詳しくはWEBをチェック▶

入会無料・登録料無料

★
Photo：ヴェゼル e:HEV X（FF）

ボディーカラーはメテオロイドグレー・メタリック

★
Photo：フィット e:HEV BASIC（FF）

ボディーカラーはエアーライトブルー・メタリック

★
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

★
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

フィット e:HEV BASIC
車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 199.76万円

★1
型式：6AA-GR3 1.5L
電気式無段変速機/FFN-BOX EX

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 173.36万円

★1
型式：6BA-JF3 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF ヴェゼル e:HEV X

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 269.72万円

★1
型式：6AA-RV5 
1.5L 電気式無段変速機/FF

写真掲載車

月額に含まれる費用

税金関係

消耗品含む
メンテナンス

車両/付属品/
登録諸費用

免責30万円分

ダブルの安心
残価

（契約満了時の車両価格）
※3

延長保証※1

点検代/
  車検代      ※1 保険関係※2 ※3

※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

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

残クレとは
数年後の買取保証額、
つまり“残価”をあらかじめ設定。
その“残価”を除いた金額を、分割で
お支払いいただく買い方です。

バリ保とは
あらかじめ
契約満了時の
買取保証額を設定し、
購入時と契約満了時の
2回に分けて
お支払いいただく
プラン。

N-VAN N-ONE FIT SHUTTLE FREED

VEZEL CR-V Honda e INSIGHT CIVIC ACCORD

N-BOX N-WGN

電話1本でクルマのトラブル、24時間しっかりサポート！

クルマが動かなくなっても距離無制限で無料搬送※！
※走行不能時のみ。ご登録いただいたHonda Cars、もしくは、最寄りのHonda Carsに限ります。
　搬送先のHonda Carsでの修理、または車両の購入が条件となります。

サイズ：W45×H25×D20cm（持ち手含まず）〈九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン〉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、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。●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。

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。

なくなり
次第終了

●頭金0円 ●初回お支払い月額(初回は2か月分)59,428円 ●2回目以降お支払い月額（×58回)29,714円 
●リース料総額1,782,840円 ●設定残存価格614,640円
※上記お支払い例は、自動車保険代を含まない価格で算出しております。自動車保険代込みのプランもお気軽にご相談ください。※頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。※残存価格は消費税抜きの価格です。 
◎「楽まる」について詳しくは下記をご参照ください。

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
月間走行距離1,000km 5年契約の場合の一例

29,714円月
々

消費税
10%込み

★1

なら
楽まる

上記
N-BOXが

おクルマに関する費用

まるっとコミコミ。
登録諸費用 税金関係 車検代 メンテナンス など

●頭金0円 ●初回お支払い月額(初回は2か月分)76,764円 ●2回目以降お支払い月額（×58回)38,382円 
●リース料総額2,302,920円 ●設定残存価格599,280円
※上記お支払い例は、自動車保険代を含まない価格で算出しております。自動車保険代込みのプランもお気軽にご相談ください。※頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。※残存価格は消費税抜きの価格です。 
◎「楽まる」について詳しくは下記をご参照ください。

フィット e:HEV BASIC（FF）ボディーカラーはエアーライトブルー・メタリック
月間走行距離1,000km 5年契約の場合の一例

38,382円月
々

消費税
10%込み

★1

なら
楽まる

上記
フィットが

おクルマに関する費用

まるっとコミコミ。
登録諸費用 税金関係 車検代 メンテナンス など

●頭金0円 ●初回お支払い月額(初回は2か月分)91,704円 ●2回目以降お支払い月額（×58回)45,852円 
●リース料総額2,751,120円 ●設定残存価格956,280円
※上記お支払い例は、自動車保険代を含まない価格で算出しております。自動車保険代込みのプランもお気軽にご相談ください。※頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。※残存価格は消費税抜きの価格です。 
◎「楽まる」について詳しくは下記をご参照ください。

ヴェゼル e:HEV X（FF）ボディーカラーはメテオロイドグレー・メタリック
月間走行距離1,000km 5年契約の場合の一例

45,852円月
々

消費税
10%込み

★1

なら
楽まる

上記
ヴェゼルが

おクルマに関する費用

まるっとコミコミ。
登録諸費用 税金関係 車検代 メンテナンス など

8プレゼント！★2

万円分
（消費税10％込み）

用品購入
クーポン

Honda純正
N-WGN ご成約かつ

ご登録（届出）で

対象車種：N-WGN、N-WGN Custom

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。

※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。詳しくは、各販売会社までお問い合わせください。

〈 九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン 〉

ご試乗・査定・ご商談のいずれかでプレゼント！

おかげさまでN-BOXシリーズ

Photo：フィット e:HEV HOME（FF） 車両本体価格の一例（消費税10％込み）211.75万円★1 ※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。インテリアカラーはソフトグレー　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〉19.8万円高）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。

視界の爽快感。
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 車両本体価格の一例（消費税
10％込み）295.9万円★1 ※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。 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22.0万円高）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。

驚きにみちた 走りを、毎日。

バックも駐車も、いつでもスムーズ。

次世代の2モーター
ハイブリッドシステム

10プレゼント！★2

万円分
（消費税10％込み）

用品購入
クーポン

Honda純正
FREED ご成約かつ

ご登録で

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。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 〉

■パーキングセンサーシステム
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＆ホワイト （有料色：2.75万円高） 
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 20.9万円）装着車［取付工賃、取付アタッチメント別途］広告の
車両に「燃費基準達成ステッカー」や「低排出ガス車認定ステッカー」が貼られていても、実際の車両には貼られていない場合があります。
■パーキングセンサーシステムは、車両や周囲の状況によりシステムが正しく作動しない場合があります。システム使用時も直接
目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。■掲載のボディーカラーは、ご購入時に選択できない可能性がございます。
詳しくは各販売会社までお問い合わせください。 

縦列駐車やUターンなど、日常のシーンで使いやすさを実感。
平日の買い物や送り迎えから週末のレジャーまで、
ミニバンの運転に慣れていない方でも安心してあつかえます。
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（一般色：5.5万円安）

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 ※N-VAN（+STYLE FUN）は24回もお選びいただけます。 

●頭金0円 ●初回お支払い月額(初回は2か月分)51,620円 ●2回目以降お支払い月額（×58回)25,810円 
●リース料総額1,548,600円 ●設定残存価格482,600円
※上記お支払い例は、自動車保険代を含まない価格で算出しております。自動車保険代込みのプランもお気軽にご相談ください。※頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。※残存価格は消費税抜きの価格です。 
◎「楽まる」について詳しくは下記をご参照ください。

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
月間走行距離1,000km 5年契約の場合の一例

25,810円月
々

消費税
10%込み

★1

なら
楽まる

上記
N-WGNが

おクルマに関する費用

まるっとコミコミ。
登録諸費用 税金関係 車検代 メンテナンス など

パーキングセンサーシステム作動イメージ

★
Photo：フリード HYBRID G･Honda SENSING（FF/6人乗り）
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

フリード HYBRID G
Honda SENSING（6人乗り）
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

261.69万円
★1

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

N-WGN L・Honda SENSING
車両本体価格の一例（消費税10％込み）

139.7万円
★1

型式：6BA-JH3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/FF
■上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。

ちょうどいいサイズ。 車両本体価格の一例
（消費税10％込み）

フリード B・Honda SENSING ［ガソリン車］

199.76万円
★1

フリードはこの価格からご用意しております。

型式：6BA-GB5 1.5L i-VTEC 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

●頭金0円 ●初回お支払い月額(初回は2か月分)90,654円 ●2回目以降お支払い月額（×58回)45,327円 
●リース料総額2,719,620円 ●設定残存価格856,440円
※上記お支払い例は、自動車保険代を含まない価格で算出しております。自動車保険代込みのプランもお気軽にご相談ください。※頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。※残存価格は消費税抜きの価格です。 
◎「楽まる」について詳しくは下記をご参照ください。

フリード HYBRID G･Honda SENSING（FF/6人乗り）
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
月間走行距離1,000km 5年契約の場合の一例

45,327円月
々

消費税
10%込み

★1

なら
楽まる

上記
フリードが

おクルマに関する費用

まるっとコミコミ。
登録諸費用 税金関係 車検代 メンテナンス など

Photo： e:HEV
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
■仕様ならびに装備は予告なく変更する
場合があります。あらかじめご了承ください。

車両本体価格の一例
（消費税10％込み）

N-WGN G・Honda SENSING

129.8万円
★1

N-WGNはこの価格からご用意しております。

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）

N-BOX G

144.87万円
★1

N-BOXはこの価格からご用意しております。

型式：6BA-JF3 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）

フィット BASIC ［ガソリン車］

155.76万円
★1

フィットはこの価格からご用意しております。

型式：6BA-GR1 1.3L 
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）

ヴェゼル G ［ガソリン車］

227.92万円
★1

ヴェゼルはこの価格からご用意しております。

型式：6BA-RV3 1.5L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

詳しい情報は
こちら

先行情報サイトは
こちら

あなたにベストなおクルマを
お選びいただけます。

オリジナル

※試乗車・展示車の詳細は各販売会社にお問合せください。

写真掲載車写真掲載車

写真掲載車
写真掲載車

※N-BOXシリーズ（N-BOX、N-BOX＋、N-BOX SLASH）
　2015年度～2021年度 国内軽自動車新規届出台数第 1位（全軽自協調べ）

N-BOXシリーズ7年連続軽販売台数

一部タイプ・カラーがお選びいただけ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せください。
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