月々のお支払い額を抑えたい方へ

エコドライブ、美しい環 境とモビリティーの楽しさを次世代へ 。

現金購入をご検討中の方へ

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。
❶新車に乗り換える

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。

❷そのまま乗り続ける

【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。

最終回お支払い分を

一括でお支払い

（お引落とし口座から自動振替）

最終回お支払い分を

最終回
お支払い分

（頭金＋分割払い〈59回〉）

（60回目）

車両価格

（再クレジット）

お支払い
イメージ

車両を返却してお支払い ※1

1回目の
お支払い

購入時

※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。

車両総額 - 買取保証額

+

手数料

※

期間中、FITご成約 で

購入時の負担が軽くなり、
手元にお金を残せます!

3年間お乗りいただけます

※1

2回目のお支払い → 買取保証額 ※2

❸車両を返却して終了

2回目の
お支払い

2回目のお支払い →

3年後

買取保証額

月々のお支払いはありません

※ご成約かつご登録いただいた方が
対象となります。

0円!

❷そのまま乗り続ける

（走行距離条件により、2回目のお支払い額が異なります）

※2

分割でお支払い

NEW

2回目のお支払い →

【 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

❸車両を返却して終了

分割で
お支払いいただく分

❶新車に乗り換える

「購入時」
と
「3年後」の
2回に分けてお支払い。
月々のお支払いは不要。

車両を返却してお支払い ※1

【 対 象 車 種 】Honda四輪新車（一部除く）

残価設定型クレジット
60回払いのお支払い
イメージ

3年後はあなたのライフスタイルに
合わせて選べる3つのプラン。

0円!

※1

※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：
一括または分割でのお支払いができます。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。

茨城

ヘルシー豚しゃぶセット

栃木

鱒フィレ

群馬

幻 の キノコ「ふくろ茸」

長野

信州りんご

新潟

越後長岡産コシヒカリ

山梨

タバジビエ

産直グルメプレゼント！

♥

地

N-ONE/オデッセイ
残価設定型クレジット
キャンペーン実施中!
クレジット条件

クレジット条件

オデッセイ / オデッセイ e:HEV

所要資金（割賦元金）

50万円以上

100万円以上

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,599,400 円

対象車種（新車のみ）

フィット / フィット e:HEV

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）/
ステップ ワゴン / ステップ ワゴン SPADA（e:HEV含む）/
ステップ ワゴン Modulo X（e:HEV含む）

所要資金（割賦元金）

50万円以上

100万円以上

◎表示価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

N-ONEの
動画はこちら!

NEW

期間：2021年 3月28日(日)まで
フィット e:HEV CROSSTAR
1.5L 型式：6AA-GR6 電気式無段変速機/FF

残価設定型クレジット : お支払い回数は36/48/60回

0.66L 型式：6BA-JG3 CVT
（トルクコンバーター付）
/FF
N-ONE

鹿カレー

上記は商品の一例です。また商品は生産状況によって変更になる場合がございます。

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

N-ONE Original

対象車種（新車のみ）

セレクト

フィット/フリード/ステップ ワゴン
残価設定型クレジット
キャンペーン実施中!

Photo:N-ONE Original
（FF）
ボディーカラーはプレミアムアイボリー・パールⅡ
（有料色：33,000円高）

残価設定型クレジット : お支払い回数は36/48/60回

ルメも
元グ
る！
選べ

2,288,000 円

◎表示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。

Photo：フィット e:HEV CROSSTAR
（FF） ボディーカラーはサーフブルー
メーカーオプション
（ルーフレール：44,000円高）
装着車
■
「ルーフレール」
を装着した場合、
「シャークフィンアンテナ」
が装備されます。

※

フィットの
動画はこちら!

ステップ ワゴンご成約 で

Honda純正用品

10万円分

購入クーポン（消費税10％込み）
♠

プレゼント！
クーポンはフロアカーペットマット、
マッドガード、
ドアバイザーを除く
Honda純正用品のご購入にお使い
いただけます。
※ご成約かつご登録いただいた方が
対象となります。

群馬県 Honda Cars 限定

Photo:オデッセイ e:HEV ABSOLUTE・EX
ボディーカラーはプレミアムヴィーナスブラック・パール
（有料色：44,000円高）

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）

Photo:ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING
（FF）
ボディーカラーはプレミアムスパイスパープル・パール
（有料色：38,500円高）

オデッセイ e:HEV ABSOLUTE・EX

ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING

フリード HYBRID CROSSTAR・Honda SENSING

2.0L 型式：6AA-RC4 電気式無段変速機/FF

1.5L VTEC TURBO 型式：6BA‑RP3 CVT
（トルクコンバーター付）
＋パドルシフト/FF

1.5L i-VTEC＋i-DCD 型式：6AA-GB7 7速デュアルクラッチトランスミッション/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）

4,580,000 円

◎表示価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

オデッセイの
動画はこちら!

3,122,900 円

◎表示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。N-ONE、
オデッセイは2021年2月28日
（日）
まで、
フィット、
フリードは2021年3月31日
（水）
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（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。

お近くの

群馬県 Honda Cars へ！

詳しくはホームページをご覧ください。

群馬県ホンダカーズ総合

http://hondacars.jp/gunma/

ステップ ワゴンの
動画はこちら!

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

2,781,900 円

◎表示価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

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。

フリードの
動画はこちら!

詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

【 Honda SENSINGについて 】■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。
★車両本体価格はHonda Cars 群馬の一例です。販売価格は各販売会社が独自に決めておりますので、
詳しくは各販売会社までお問い合わせください。価格はすべて消費税
（10％）
込みの価格です。掲載価格には、
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。
■車両本体価格の一例には、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、
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。■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。■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
場合があります。■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。 ♠【 STEP WGN ご成約プレゼントについて 】●対象車種〈ステップ ワゴン、
ステップ ワゴン SPADA（e:HEV含む）、
ステップ ワゴン Modulo X（e:HEV含む）〉
を新車でご成約かつご登録いただいた方が対象となります。●クーポンはご成約いただいた販売店でのみ有効です。●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。
また、総額が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。●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。●詳しくは各販売会社までお問い合わせください。 ♥【 FIT ご成約プレゼントについて 】●対象地区：群馬県のHonda Cars店 ●期間中にFIT（新車）
をご成約、
かつご登録いただいた方が対象となります。●プレゼント内容は生産状況などにより
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。●写真は全てイメージです。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。
●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。●詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

