
残クレ1.9% キャンペーン実施中!実質年率

＊価格はHonda Cars 南近畿 和歌山の一例です。販売価格は販売会社が独自に定めております。保険料、税金（消費税を除く）、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。詳しくはお近くの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・標準工具・ジャッキが含まれます。●販売会社でセットする付属品は別途です。●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（消費税込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自で定めております。●写真は印刷のため、実際の色とは異なる場合がございます。●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。

Photo：ヴェゼル HYBRID RS・Honda SENSING　
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：CR-V HYBRID EX・Masterpiece（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール（有料色：44,000円高）

Photo：アコード EX　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール（有料色：44,000円高）Photo：インサイト EX　ボディーカラーはクリスタルブラック・パール

インサイト EX
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,564,000円＊
型式：6AA-ZE4 1.5L i-VTEC＋i-MMD 電気式無段変速機/FF

1.9%実質年率
残クレ対象車

■残価設定型クレジット お支払い例〈実質年率1.9%、60回（5年）払い〉
インサイト EX〈一般色・オプションなし〉  
車両本体価格（消費税10%込み） 3,564,000円＊
●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／ 3,564,000円 
●初回お支払い月額／ 21,197円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／19,800円 
●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／170,000円 
●最終回お支払い額☆／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：907,200円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合：2,869,597円 ②の場合：3,776,797円 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：170,000円

19,800円月々
残価設定型クレジットご利用で

★ ★ ★ ★

アコード EX
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 4,650,000円＊
型式：6AA-CV3 2.0L 電気式無段変速機/FF
●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。

1.9%実質年率
残クレ対象車

■残価設定型クレジット お支払い例〈実質年率1.9%、60回（5年）払い〉
アコード EX〈一般色・オプションなし〉  
車両本体価格（消費税10%込み） 4,650,000円＊
●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／ 4,650,000円 
●初回お支払い月額／ 28,627円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／24,400円 
●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／230,000円 
●最終回お支払い額☆／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：1,183,637円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合：3,743,827円 ②の場合：4,927,464円 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：230,000円

24,400円月々
残価設定型クレジットご利用で

ヴェゼル HYBRID RS・Honda SENSING
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 2,862,037円＊
型式：DAA-RU3 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＋パドルシフト車/FF
●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。

1.9%実質年率
残クレ対象車

■残価設定型クレジット お支払い例〈実質年率1.9%、60回（5年）払い〉
ヴェゼル HYBRID RS・Honda SENSING〈一般色・オプションなし〉  
車両本体価格（消費税10%込み） 2,862,037円＊
●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／ 2,862,037円 
●初回お支払い月額／ 14,066円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／11,500円 
●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／140,000円 
●最終回お支払い額☆／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：962,686円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合：2,081,066円 ②の場合：3,043,752円 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：140,000円

11,500円月々
残価設定型クレジットご利用で

CR-V HYBRID EX・Masterpiece
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 4,221,800円＊
型式：6AA-RT5 2.0L i-VTEC＋i-MMD 電気式無段変速機/FF
●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。

1.9%実質年率
残クレ対象車

■残価設定型クレジット お支払い例〈実質年率1.9%、60回（5年）払い〉
CR-V HYBRID EX・Masterpiece（FF）〈一般色・オプションなし〉  
車両本体価格（消費税10%込み） 4,221,800円＊
●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／ 4,221,800円 
●初回お支払い月額／ 16,913円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／15,800円 
●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／210,000円 
●最終回お支払い額☆／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：1,458,440円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合：3,033,313円 ②の場合：4,491,753円 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：210,000円

15,800円月々
残価設定型クレジットご利用で

【ステップ ワゴンキャンペーンについて】●近畿地区のHonda Carsのお店で、ステップ ワゴン/ステップ ワゴン SPADA/ステップ ワゴン SPADA e:HEVの新車をご成約かつ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のホンダアクセス・アクセサリーカタログに掲載されているHonda純正用品(Hondaカーケアメニュー・ケミカル用品〈一部〉除く)ご購入の際にご使用いただけます。●プレゼントはご成約された車を対象として取付けします。●クーポンはご成約いただいた販売会社でのみご利用いただけます。●ご希望の商品がプレゼント金額に満たない場合でも、他の商品及び現
金(または値引きなど)との引き換えはできません。●クーポン金額を超える代金はご成約者様のご負担とさせていただきます。●取付工賃はご成約者様のご負担とさせていただきます。●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あります。●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。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

※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。

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

※1

（お引落とし口座から自動振替）

（再クレジット）

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

※2

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）

残価設定型クレジット
60回払いのお支払い
イメージ

詳しくはお近くの販売会社まで
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。

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 / +STYLE COOL）は
　24回もお選びいただけます。

インサイト / アコード / ヴェゼル / CR-V
残価設定型クレジット 1.9%実質年率

キャンペーン実施中
※お支払い回数は36/48/60回（回数・走行距離条件等により、最終回お支払い額が異なります）
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。 
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。

対象車種（新車のみ）
【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）

ヴェゼル（Modulo X含む） / ヴェゼル ハイブリッド（Modulo X含む）

アコード
インサイト / CR-V（ハイブリッド車含む）

50万円以上

100万円以上

【上記お支払い例について】●上記お支払い例は2020年4月の一例です。初回お支払い月を2020年6月、初回ボーナス月を2020年8月（以下ボーナス月は1月・8月）で計算した一例です。 ☆本クレジットは最終回に、①新車に乗り換え、②乗り続ける（最終回お支払い額を一括または再クレジットでお支払い）、③車両を返却 のいずれかをお選びいただけます。別途定める条件がございますので詳しくは販売会社までお問い合せください。

4/4Sat・5Sun この週末は、和歌山県 Honda Cars へ!!

Photo：ステップ ワゴン e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING　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）

人気のミニバンシリーズも充実のラインアップ。ぜひショールームでご覧ください。

ステップ ワゴン e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,641,000円＊
型式：6AA-RP5 2.0L 電気式無段変速機/FF
●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。

ステップ ワゴンをご成約かつ登録で
近畿地区 Honda Cars 限定企画〈対象エリア：滋賀県・京都府・大阪府･兵庫県・奈良県・和歌山県〉

20万円分Honda純正用品
購入クーポン

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。

3.5%実質年率
残クレ対象車

■残価設定型クレジット お支払い例〈実質年率3.5%、60回（5年）払い〉
ステップ ワゴン e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING〈一般色・オプションなし〉  
車両本体価格（消費税10%込み） 3,641,000円＊
●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／ 3,641,000円 
●初回お支払い月額／ 18,351円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／17,700円 
●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／180,000円 
●最終回お支払い額☆／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：1,224,700円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合：2,844,951円 ②の場合：4,069,651円 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：180,000円

17,700円月々
残価設定型クレジットご利用で

フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 2,781,900円＊
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車/FF
●上記価格には写真の有料色及びメーカーオプションの価格は含まれておりません。

3.5%実質年率
残クレ対象車

■残価設定型クレジット お支払い例〈実質年率3.5%、60回（5年）払い〉
フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING（FF）〈一般色・オプションなし〉  
車両本体価格（消費税10%込み） 2,781,900円＊
●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／ 2,781,900円 
●初回お支払い月額／ 15,360円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／15,200円 
●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／130,000円 
●最終回お支払い額☆／①新車に乗り換え：0円 ②乗り続ける：910,440円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合：2,196,960円 ②の場合：3,107,400円 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：130,000円

15,200円月々
残価設定型クレジットご利用で

プレゼント!
〈取付工賃・取付アタッチメント等は別途〉

出かけたくなる、アクティブなスタイル。大人を満たす美しいスタイル。

Photo：フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING（FF）　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（有料色：55,000円高）メーカーオプション
（Honda インターナビ、1列目シート用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテンエアバッグシステム、Cパッケージ［プラズマクラスター技術搭載フルオートエアコンディショナー、
ロールサンシェード、IRカット〈遮熱〉/UVカット機能付フロントウインドウガラス＋IRカット〈遮熱〉/スーパーUVカットフロントドアガラス、運転席＆助手席シートヒーター、コン
フォートビューパッケージ［親水/ヒーテッドドアミラー＋フロントドア撥水ガラス＋熱線入りフロントウインドウ］］はセットで313,500円高）装着車　プラズマクラスターマーク及び
プラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

●専用コンビシート（プライムスムース×ファブリック）&専用インテリア／
●専用木目調インパネミドルエリア（プライウッド）

Photo：フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING（FF）　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（有料色：55,000円高）

★ ★

●令和3年3月末時点で満65歳以上となる高齢運転者及び令和3年3月末時点で満65歳以上となる高齢運転者を雇用する
　事業者（ただし、令和2年度中に満65歳となる方は、令和2年３月31日までに登録（届出）された場合は対象外）
●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た車両で、補助金額は、
・「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車の場合→登録車10万円、軽自動車7万円
・「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」搭載車の場合→登録車6万円、軽自動車3万円
●補助金の対象車として公表された日以降、新車新規登録または新規検査届出された自動車が対象となります。
●補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、
　原則として同一の者による使用（車検証上の使用者名義を変更しないこと）が必要となります。
　また、補助金の返納が必要となる場合がある等、条件があります。
●自家用自動車については、補助金の交付は、1人につき1台限りで、法人名義での購入は対象外となります。
●事業用自動車については、法人名義の場合、65歳以上の高齢運転者の人数までが上限となります。
●申請総額が予算額を超過し次第、終了となります。

※1〈サポカー補助金について〉〈Honda SENSING 機能の一例〉

★制度の詳細や申請手続き等については、経済産業省や国土交通省、
　次世代自動車振興センターのホームページをご確認下さい。

満65歳以上の方は、Honda SENSING搭載車のご購入でサポカー補助金を受け取ることができます！
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衝突軽減ブレーキ 〈CMBS〉

CMBS＝Collision Mitigation Brake System 
※「誤発進抑制機能」、「後方誤発進抑制機能」、「近距離衝突軽減ブレーキ」を組み合わせて「踏み間違い衝突軽減システム」と呼びます。
■イラストは機能説明のためのイメージです。

★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。■衝突軽減ブレーキ〈CMBS〉は、約5km/h以上で走行中に自車との速度差が約5km/h以上ある前走
車や歩行者（一部車種では移動する自転車）、対向車に対して衝突する可能性があるとシステムが判断した場合
に作動し、自動的に停止または減速することにより衝突回避や衝突被害の軽減を図ります。対向車と歩行者（一
部車種では移動する自転車）に対しては、自車が約80km～約100km/h以下※で走行中の場合に作動します。
■誤発進抑制機能は、停車時や約10km/h以下で走行中に自車のほぼ真正面の近距離に障害物があるにもか
かわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジンやモーターなどのパワーシステム出力を抑制し、急な
発進を防止するとともに、音とディスプレー表示で接近を知らせます。　※車種により異なります。

補助金対象車両

①衝突軽減ブレーキ
　〈CMBS〉（対歩行者）

②誤発進抑制機能
①および②を搭載する車
もしくは
①を搭載する車が対象です。

登
録
車
（
新
車
）

①＋②
搭載車

①のみ搭載車 6万円
10万円 軽

自
動
車
（
新
車
）

①＋②
搭載車

①のみ搭載車 3万円
7万円

※1 ※1 ※1 ※1

※1 ※1


