
月々の
お支払いが

ラク！

残価を除いた金額を分割するため、
月々の負担が少なくなります。

分割で
お支払いいただく分

（5年59回払い）

残価最終60回目
お支払い分

（5年後の買取保証額）

お支払いイメージ
（5年60回の場合）

最終回のお支払い方法が
お選びいただけます。

車両を返却してお支払い※1
車両を返却して終了

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
（再クレジット）

※2

そのまま乗り続ける

車両を返却してお支払い※1
新車に乗り換える

★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。
【残価設定型クレジット お支払い例について】●上記お支払い例は2021年12月の一例です。初回お支払い月を2022年2月、初回ボーナス月を2022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。

■残価設定型クレジット お支払い例 〈実質年率2.5%、60回（5年）払い〉

2.5%
実質年率

残クレ対象車

 月々 11,300円  月々 11,300円
残価設定型クレジット
ご利用で

●頭金：0円 
●ボーナス月加算額：110,000円

フィット e:HEV HOME（FF） 〈一般色・オプションなし〉　車両本体価格の一例（消費税10%込み） 
2,117,500円＊●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／2,117,500円 ●初回お支払い月額／11,861円 
●2回目以降お支払い月額（×58回）／11,300円 ●ボーナス月加算額（×9回）／110,000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：635,250円 ③車両を返却：0円 ●お支払い
総額／①③の場合：1,657,261円 ②の場合：2,292,511円　※詳しい内容は表面をご覧ください。　

■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〉

3.5%
実質年率

残クレ対象車

   月々 16,200円
残価設定型クレジット
ご利用で

●頭金：0円 
●ボーナス月加算額：140,000円

ヴェゼル e:HEV Z（FF） 〈一般色・オプションなし〉　車両本体価格の一例（消費税10%込み） 
2,898,500円＊●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）／2,898,500円 ●初回お支払い月額／20,997
円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）／16,200円 ●ボーナス月加算額（×9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：1,027,650円 ③車両を返却：0円 ●お支払い
総額／①③の場合：2,220,597円 ②の場合：3,248,247円　※詳しい内容は表面をご覧ください。　　

■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〉

1.9%
実質年率

残クレ対象車 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：170,000円

   月々 18,200円残価設定型
クレジットご利用で

シビック EX（CVT車） 〈一般色・オプションなし〉　車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,539,800円＊●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）
／3,539,800円 ●初回お支払い月額／21,775円 ●2回目以降お支払い
月額（×58回）／18,200円 ●ボーナス月加算額（×9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：1,158,480
円 ③車両を返却：0円 ●お支払い総額／①③の場合：2,607,375円 ②の
場合：3,765,855円　※詳しい内容は表面をご覧ください。　

シビック 残クレ
キャンペーン
実施中!!1.9%

実質年率

●2021年12月29日（水）までのクレジット審査申込完了分に限ります。

ヴェゼル e:HEV Z
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 2,898,500＊円
型式：6AA-RV5 1.5L 電気式無段変速機/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。

シビック EX
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,539,800＊円 型式：6BA-FL1 1.5L VTEC TURBO

CVT（トルクコンバーター付）［7スピードモード付］＋パドルシフト車/FF
●左記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

■ 同価格で6速MT車の設定もございます。

Photo：シビック EX（CVT車）　
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：フィット e:HEV HOME（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）

驚きにみちた走りを、毎日。

加速する歓びを、全身に。

世界に、あたらしい気分を。

5万円分プレゼント（消費税込み/取付工賃等は別途）

FITの新車を
　ご成約かつ登録で

近畿地区 Honda Cars 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〉

Honda純正用品 購入クーポン

フィット e:HEV HOME
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 2,117,500＊円 型式：6AA-GR3 1.5L 電気式無段変速機/FF

●左記価格には写真の有料色の価格は
含まれておりません。

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。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。

 

フィット 残クレ
キャンペーン
実施中!!2.5%

実質年率

思わず目を見張る、
美しい
クーペプロポーション。

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。

残クレは
ココがメリット!!

Hondaの

■残価設定型クレジット お支払い例 〈実質年率0.9%、60回（5年）払い〉

0.9%
実質年率

残クレ対象車 ●頭金：0円 ●ボーナス月加算額：200,000円

    月々 15,600円残価設定型
クレジットご利用で

CR-V e:HEV EX（FF） 〈一般色・オプションなし〉　車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,925,900円＊●頭金／0円 ●所要資金（割賦元金）
／3,925,900円 ●初回お支払い月額／19,672円 ●2回目以降お支払い
月額（×58回）／15,600円 ●ボーナス月加算額（×9回）／200,000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：1,320,530
円 ③車両を返却：0円 ●お支払い総額／①③の場合：2,724,472円 ②の
場合：4,045,002円　※詳しい内容は表面をご覧ください。　　

CR-V 残クレ
キャンペーン
実施中!!0.9%

実質年率

月々のお支払いがラクに。
ムリなく、Honda車に乗りませんか。残クレキャンペーン実施中!!

買取保証が
つくから安心!!

3～5年後※3の
買取価格を保証している

ので安心です。

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

★
★

★

CR-V e:HEV EX
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,925,900＊円 型式：6AA-RT5 2.0L  電気式無段変速機/FF

●左記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。
Photo：CR-V e:HEV EX（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）

秘めたるパフォーマンスが、たたずまいに現れる。

たくさんのアイデアをのせて、
どこへ行こう。

メーターの端まで使ったインパネで
視覚的な広さを演出。

★

2.5%
実質年率

残クレ対象車

Photo上：N-VAN +STYLE FUN（FF/CVT車）
ボディーカラーはガーデングリーン・メタリック　
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 
VXM-217VFEi 209,000円［取付工賃、取付アタッチメント、フェイス
パネルキット別途］、テールゲートバー 9,900円［取付工賃別途］、ユー
ティリティフック〈ノブDリングタイプ〉3,850円、ユーティリティフック
〈ノブタイプ〉1,650円）装着車積載イメージです。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。安全のため走行の際は荷物をしっかりと固定してくだ
さい。最大積載量を超えない範囲でご使用ください。積載物がドライ
バーの視界を遮らないようご注意ください。小物類・蓄電機は撮影の
ために用意したものです。積載物のサイズ・形状によっては積めない
場合があります。寸法が長い荷物を積むときは、フロントシート背もた
れの真後ろには積載しないでください。

Photo：N-ONE Original（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（N-BOX/N-WGN/N-ONE専用 8インチ プレミアム 
インターナビ VXU-217NBi 209,000円）装着車
［取付工賃、取付アタッチメント、デジタルTV用フィルムアンテナ別途］
■写真はカットボディーによる撮影

遊び心いっぱいの「N-VAN」と、愛らしいスタイルが人気の「N-ONE」。

2.5%
実質年率

残クレ対象車

3.5%
実質年率

残クレ対象車 3.5%
実質年率

残クレ対象車

Photo：インサイト LX　ボディーカラーはクリスタルブラック・パール
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）

●2021年12月29日（水）までのクレジット審査申込完了分に限ります。

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。

★★

インサイト LX
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 3,355,000円＊
型式：6AA-ZE4 1.5L 電気式無段変速機/FF

※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。
※3：N-VAN（+STYLE FUN）は24回もお選びいただけます。

Photo：N-ONE Original（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）

N-ONE Original
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 1,599,400円＊
型式：6BA-JG3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF
●上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-VAN +STYLE FUN
車両本体価格の一例
（消費税10%込み） 1,629,100円＊
型式：5BD-JJ1 0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF
●上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。
　　　　　　　　　　

★
Photo：N-VAN +STYLE FUN（FF/CVT）　
ボディーカラーはプレミアムイエローパールⅡ（有料色：33,000円高）

【フィットご成約プレゼントについて】●近畿地区のHonda Carsで、21M フィット（e:HEV含む）/フィット e:HEV Modulo X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。●購入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。●購入クーポンご利用で購入いただいたHonda純正用品はご成約された車を対象として取付けします。●購入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。●購入クーポン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。●取付工賃等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。

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。

＊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。価格はすべて消費税（10％）込みの価格です。車両本体価格の一例には保険料、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。 ■車両本体価格の一例は、応急パンク修理キットまたはスペアタイヤ・ジャッキ（シビックを除く）・標準工具（シビックを除く）一式付きの価格です。■販売店でセットする付属品は別途です。車両本体価格の一例には特別装備品以外のメーカーオプション及びディーラ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・ディーラーオプションについてはタイプにより
セット装着など設定が異なりますのでお問い合わせください。■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。■車両本体のみでもご購入いただけます。■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。■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。


