
Honda純正ナビ購入クーポン20万円分プレゼント！！（消費税込み）

取付工賃・取付アタッチメント等は別途 Honda純正ナビ購入クーポン10万円分プレゼント！！
（消費税込み）

取付工賃・取付アタッチメント等は別途 Honda純正ナビ購入クーポン10万円分プレゼント！！
（消費税込み）

取付工賃・取付アタッチメント等は別途

大阪府 Honda Carsは、

応援しています。
球活.jp

球活.jp
の活動を

［Honda SENSINGについて］■各機能の能力には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。各システムは、いずれも道路状況、天候状況、車両状況等によっては、作動しない場合や十分に性能を発揮できない場合があります。
【残価設定型クレジットお支払い例について】●上記お支払例は2018年4月の一例です。●掲載のお支払例は、初回のお支払い月を2018年6月、初回ボーナス月を2018年8月(以下ボーナス月は1月、8月)で算出した一例です。☆残価設定型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 のいずれかから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合せください。　 　 

［ステップ ワゴン ご成約キャンペーンについて］ ●近畿地区のHonda Carsで、ステップ ワゴン/ステップ ワゴン SPADAのガソリン車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。(メーカーオプションのナビを装着の場合は対象外となります。)●クーポンは対象ナビ3機種（VXU-187SWi / VXM-187VFNi / VXM-185VFi）のご購入時にご使用いただけます。●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。●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。●ナビ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に定めております。●他のキャンペーンと併用できない場合があります。●詳しくは販売会社までお問い合わせください。
［フィット ご成約キャンペーンについて］●近畿地区のHonda Carsで、フィット/フィット ハイブリッド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。(メーカーオプションのナビを装着の場合は対象外となります。)●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純正ナビにご使用いただけます。●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。●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。●ナビ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に定めております。●他のキャンペーンと併用できない場合があります。●詳しくは販売会社までお問い合わせください。
［N-WGN ご成約キャンペーンについて］●大阪府のHonda Carsで、N-WGN、N-WGN Customの新車をご成約かつ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純正ナビにご使用いただけます。●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。●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。●ナビ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に定めております。●他のキャンペーンと併用できない場合があります。●詳しくは販売会社までお問い合わせください。

今 な ら 対 象 車 をご 成 約 で ナ ビク ー ポ ン もらえ る 。

Photo：ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING（FF）　
ボディーカラーはオブシダンブルー・パール

※「リンクアップフリー」で、通信費が無料になるのは、装備された専用通信機器でのデータ通信のみとなります。専用通信機器以外の携帯電話などでのデータ通信やハンズフリーテレホンによる音声通話の料金は無料の対象になりませんので、ご注意ください。本サービスの継続には、車検時にHonda販売会社で更新手続きをしていただくことが条件となります。更新手数料はHonda販売会社で車検を受けていただきますと、無料になります。Honda販売会社以
外で車検を受けられた場合は別途更新手数料が掛かります。「リンクアップフリー」はHondaが指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で提供するものです。したがって、本サービスの提供期間および通信可能エリア等の通信品質についてはHondaはその責任を負うものではないことを予めご了承ください。

多彩な
ルート
案内

通信費
無料

インターナビ装着車から集まった
膨大な情報の中から
ニーズに合った
ルートを案内します。

現在地付近や
ルート上にある防災情報を
タイムリーに通知します。

通信費は
Hondaが負担します。

￥0※▶豪雨地点予測情報
▶路面凍結予測情報
▶台風情報　など膨大な情報

ニーズに
合った
ルート案内

タイムリーな
防災情報

渋滞情報、災害情報、安否情報など、多彩な情報を
ご提供するHonda独自の「通信型ナビ」です

旅行先でも
安心♪

ステップ ワゴン（ガソリン車）ご成約で 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〉

●画面はハメコミ合成です。

9インチ プレミアム インターナビ  VXM-187VFNi
メーカー希望小売価格 226,800円
※取付工賃、取付アタッチメント等が別途必要になります。

対象ナビの
一例

お選びいただくタイプ・カラーによっては、対象外となる場合がございます。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。

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。

クーポン金額を超える代金、および取付工賃・取付アタッチメント等の費用は、
ご成約者様のご負担とさせていただきます。

また、ご希望のナビ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。

フィット/フィット ハイブリッドご成約で 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〉

Photo：フィット HYBRID・S Honda SENSING（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：54,000円高）

●画面はハメコミ合成です。

ベーシック インターナビ  VXM-184VFi
メーカー希望小売価格 127,440円
※取付工賃、取付アタッチメント等が別途必要になります。

おすすめナビの
一例

お選びいただくタイプ・カラーによっては、対象外となる場合がございます。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。

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。

N-WGNご成約で 大阪府 Honda Cars 限定企画

Photo：N-WGN Custom 特別仕様車 SS パッケージ（FF）
ボディーカラーはクリスタルブラック・パール

●画面はハメコミ合成です。

ベーシック インターナビ  VXM-184VFi
メーカー希望小売価格 127,440円
※取付工賃、取付アタッチメント等が別途必要になります。

おすすめナビの
一例

お選びいただくタイプ・カラーによっては、対象外となる場合がございます。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。

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。

【特別装備】
●常時点灯3眼メーター
（ホワイト照明）
●ホワイトイルミネーション　
●あんしんパッケージ
（前席用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 など）

詳しくは▶▶
インターナビ
情報サイトへ Hondaの

ナビはココがいい!

月々9,600円
残価設定型クレジットなら、お支払いラクラク

3.5%実質年率
クレジット対象車

お支払いの一例

■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 SPADA・Cool Spirit Honda SENSING（FF）〈一般色・オプションなし〉  車両本体価格の一例（消費税8%込み）3,051,000円＊
●頭金／500,000円 ●所要資金（割賦元金）／ 2,551,000円 ●初回お支払い月額／ 14,750円 
●2回目以降お支払い月額（×58回）／9,600円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／ 125,000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：1,045,250円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合： 2,321,550円 ②の場合： 3,366,800円 

※残価設定型クレジットについて詳しくは裏面をご覧ください。 ※残価設定型クレジットについて詳しくは裏面をご覧ください。 ※残価設定型クレジットについて詳しくは裏面をご覧ください。

ステップ ワゴン SPADA
Cool Spirit Honda SENSING
車両本体価格の一例（消費税8%込み）

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

3,051,000円＊ 月々8,200円
■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〉
フィット HYBRID・S Honda SENSING（FF）〈一般色・オプションなし〉  車両本体価格の一例（消費税8%込み）2,205,360円＊
●頭金／400,000円 ●所要資金（割賦元金）／ 1,805,360円 ●初回お支払い月額／ 11,207円 
●2回目以降お支払い月額（×58回）／8,200円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／ 90,000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：633,020円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合： 1,786,807円 ②の場合： 2,419,827円 

フィット HYBRID
S Honda SENSING
車両本体価格の一例（消費税8%込み）

型式：DAA-GP5  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。

2,205,360円＊ 月々6,200円
■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〉
N-WGN Custom 特別仕様車 SS パッケージ（FF）〈一般色・オプションなし〉  車両本体価格の一例（消費税8%込み）1,491,000円＊
●頭金／300,000円 ●所要資金（割賦元金）／ 1,191,000円 ●初回お支払い月額／ 8,459円 
●2回目以降お支払い月額（×58回）／6,200円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）／ 55,000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：414,167円 ③車両を返却：0円 
●お支払い総額／①③の場合： 1,218,059円 ②の場合： 1,632,226円 

N-WGN Custom 
特別仕様車 SS パッケージ
車両本体価格の一例（消費税8%込み）

型式：DBA-JH1 0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF

1,491,000円＊●頭金
　500,000円
●ボーナス月加算額
　125,000円

残価設定型クレジットなら、お支払いラクラク

3.5%実質年率
クレジット対象車

お支払いの一例

●頭金
　400,000円
●ボーナス月加算額
　90,000円

残価設定型クレジットなら、お支払いラクラク

3.5%実質年率
クレジット対象車

お支払いの一例

●頭金
　300,000円
●ボーナス月加算額
　55,000円



3.5%実質年率残クレ

クレジット

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。

車両価格

最終回
お支払い
（60回目）

分割で
お支払いいただく

（頭金＋分割払い〈59回〉）

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）

プラン

新車に乗り換える
そのまま乗り続ける
車両を返却して終了

（再クレジット）
※2

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。

詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

【 対 象 車 種 】　Honda四輪新車（一部除く）
【クレジット条件】・クレジット：お支払い回数 3回以上
　　　　　　　 ・残価設定型クレジット：お支払い回数 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）

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：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。

残価設定型クレジット
60回払いの
お支払いイメージ

コンパクト ミニバン

セダン/ハッチバッグ

軽自動車 商用車

スポーツ/SUV

フィット シャトル フリード＋ フリード ジェイド ステップ ワゴン オデッセイステップ ワゴン SPADA

グレイス シビック セダン シビック ハッチバック アコード

N-BOX N-BOX SLASH N-WGN N-ONE アクティ・トラック

レジェンド S660 ヴェゼルシビック TYPE R

フリード＋ 〈車いす仕様車〉 ステップ ワゴン 〈サイドリフトアップシート車〉

福祉車両

詳しくは各店までお問い合わせください。

各店の電話番号
各店の電話番号

各店

� � � � � �� �
� �� � � � � �

カッコいいクルマで、出かけよう。


	180421_大阪合同B3_表
	180421_大阪合同B3_中

