
Happy Valentine’s Day

※1 車両本体価格は裏面に記載されている販売会社の一例です。販売価格は販売店が独自に決めております。詳しくは各販売店にお問い合わせください。価格はすべて消費税（8%）込みの価格です。掲載価格には消費税以外の税金、保険料、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。
■車両本体価格は、応急パンク修理キット・ジャッキ・標準工具一式つきの価格です。販売会社でセットする付属品は別途です。 ■車両本体価格には特別装備品以外のメーカーオプション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。 ■車両本体のみでも購入できます。■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。 ■写真は印刷物のため、実際の色とは多少異なることがあります。 ■詳しくは販売会社までお問い合わせください。

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。

★〈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。 

STEP WGN SPADA

●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。●写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 ●詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

プレゼント

Honda オリジナル

VEZEL TOURING

INSIGHT

※1

円3,559,680
型式 : 6AA-RP5 2.0L i-VTEC+i-MMD FF/電気式無段変速機
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 SPADA HYBRID
G・EX Honda SENSING
車両本体価格の一例 （消費税8%込み）

※1

円3,628,800
型式 : 6AA-ZE4 1.5L i-VTEC+i-MMD FF/電気式無段変速機
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 EX・BLACK STYLE
車両本体価格の一例（消費税8%込み）

※1

円2,903,040
型式 : DBA-RU1 1.5L VTEC TURBO FF/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
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。

ヴェゼル TOURING
Honda SENSING
車両本体価格の一例（消費税8%込み）

★

大阪府 Honda Carsのお店で決算商談スタート

20万円分
プレゼント!202020万円分
プレゼント!

取付工賃は別途（消費税 8%込み） ★1

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。
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NEW

NEW

★1 【ステップ ワゴンご成約キャンペーンについて】●ステップ ワゴン/ステップ ワゴン SPADA/ステップ ワゴン SPADA HYBRID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合せください。

Photo : ステップ ワゴン SPADA HYBRID 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 : 37,800円高）

Photo : インサイト EX・BLACK STYLE
ボディーカラーはルーセブラック・メタリック（有料色 : 37,800円高）

Photo : ヴェゼル TOURING・Honda SENSING
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（有料色 : 59,400円高）

後ろが狭くても荷物をサッと積み込める。

タイプ別設定

ヨコにもタテにも開く、
わくわくゲート。

ヨコ
にも

Photo ： （左）ステップワゴン SPADA・Honda SENSING（FF） 車両
本体価格の一例  2,852,280円※1（消費税８％込み） 価格には写
真の有料色の価格は含まれておりません。 ボディーカラーはプラチ
ナホワイト・パール（有料色 ： 37,800円高） （中、右）ステップ ワゴ
ン SPADA HYBRID G・Honda SENSING  車両本体価格の一例  
3,350,160円※1（消費税８％込み） 価格には写真の有料色の価
格は含まれておりません。  ボディーカラーはプラチナホワイト・パ
ール（有料色 ： 37,800円高）■小物類は撮影のために用意した
ものです。■自転車や小物類の形状、サイズ等によっては積めな
い場合があります。■写真の自転車は、26インチ。 ■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。

タテ
にも

★

〈渋滞追従機能付〉

★

〈渋滞追従機能付〉

2/9 10 11土 日 月・祝

美しい存在感は、
芯の強さから生まれる。

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〉

VTEC TURBO 
エンジン搭載

剛さを秘めた、美しきミニバン。

Honda純正用品
購入クーポン

ステップ ワゴン ご成約かつ登録で

〔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2019年2月の一例です。●掲載のお支払い例は、初回お支払い月を2019年4月、初回ボーナス月を2019年8月（以下ボーナス月は1月・8月）で計算した一例です。●初回お支払い月、ボーナス月の変更や追加をすると、お支払い金額は変動します。★本クレジットは最終回に、①新車に乗りかえ、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わせください。

9,800
残価設定型クレジット実質年率 1.9%、60回（5年）払い お支払い例　
ステップ ワゴン SPADA HYBRID G・EX Honda SENSING  車両本体価格の一例 3.559.680円　　（消費税8％込み）
の場合 ●頭金…469,680円 ●所要資金（割賦元金）…3,090,000円 ●初回お支払い月額…11,487円 ●2回目以降お
支払い月額（×58回）…9,800円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）…150,000円 ●最終回お支払額★ ①新車に
乗りかえ…0円 ②乗り続ける…1,219,520円 ③車両を返却…0円 ●お支払い総額 ①③の場合…2,549,567円 ②の場
合…3,769,087円

お支払いの一例（頭金 469,680円/ボーナス月加算額 150,000円）

月
々 円

残価設定型クレジットご利用で

1.9%
実質年率

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

■お支払い例は一般色の価格で算出しています。詳しくは裏面をご覧ください。

※1

1.9%
実質年率

キャンペーン実施中

9,800
残価設定型クレジット実質年率 1.9%、60回（5年）払い お支払い例　
インサイト EX・BLACK STYLE  車両本体価格の一例 3,628,800円　　（消費税8％込み）の場合 ●頭金…503,800円 ●所要資
金（割賦元金）…3,125,000円 ●初回お支払い月額…14,452円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…9,800円 ●ボーナス月加
算額（8月×5回・1月×5回）…180,000円 ●最終回お支払額★ ①新車に乗りかえ…0円 ②乗り続ける…940,800円 ③車両を返却…
0円 ●お支払い総額 ①③の場合…2,886,652円 ②の場合…3,827,452円

お支払いの一例（頭金 503,800円/ボーナス月加算額 180,000円）

月
々 円

■お支払い例は一般色の価格で算出しています。詳しくは裏面をご覧ください。

残価設定型クレジットご利用で

インサイト
残価設定型
クレジット

※1

1.9%
実質年率

キャンペーン実施中

8,800
残価設定型クレジット実質年率 1.9%、60回（5年）払い お支払い例　
ヴェゼル TOURING・Honda SENSING  車両本体価格の一例 2,903,040円　　（消費税8％込み）の場合 ●頭金…458,040円 
●所要資金（割賦元金）…2,445,000円 ●初回お支払い月額…9,664円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…8,800円 ●ボーナ
ス月加算額（8月×5回・1月×5回）…120,000円 ●最終回お支払額★ ①新車に乗りかえ…0円 ②乗り続ける…887,040円 ③車両を
返却…0円 ●お支払い総額 ①③の場合…2,178,104円 ②の場合…3,065,144円

お支払いの一例（頭金 458,040円/ボーナス月加算額 120,000円）

月
々 円

■お支払い例は一般色の価格で算出しています。詳しくは裏面をご覧ください。

残価設定型クレジットご利用で

ヴェゼル
残価設定型
クレジット

※1

期間中、大阪府Honda Carsのお店でご商談のお客様に



空間の無駄を徹底的に排除した「フィット」！

※N-BOXシリーズ（N-BOX、
N-BOX＋、N-BOX SLASH）2017
年・2018年の登録車を含む国内
新車販売台数第1位（全軽自協・自
販連資料よりHonda調べ）

月々
残価設定型クレジットご利用で

7,800円
残価設定型クレジット実質年率 3.5%、60回（5年）払い お支払い例　
フィット HYBRID・S Honda SENSING（FF） 車両本体価格の一例 2,205,360円※1（消費税
8％込み）の場合 ●頭金…420,360円 ●所要資金（割賦元金）…1,785,000円 ●初回お支払
い月額…11,288円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…7,800円 ●ボーナス月加算額（8
月×5回・1月×5回）…100,000円 ●最終回お支払額★ ①新車に乗りかえ…0円 ②乗り続ける…
530,920円 ③車両を返却…0円 ●お支払い総額 ①③の場合…1,884,048円 ②の場合…
2,414,968円お支払いの一例（頭金 420,360円・ボーナス月加算額 100,000円）

扱いやすい小回りの良さ「フリード」！ 至福の時間と空間の「オデッセイ」！広大なラゲッジスペースの「シャトル」！“ダブルビッグ大開口”の「N-VAN」！日本で一番売れている軽「N-BOX」！※

■車両本体価格は、スペアタイヤまたは応急パンク修理キット・ジャッキ・標準工具一式つきの価格です。販売会社でセットする付属品は別途です。 ■車両本体価格には特別装備品以外のメーカーオプション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。 ■車両本体のみでも購入できます。■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。 
■写真は印刷物のため、実際の色とは多少異なることがあります。 ■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8％込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めております。■詳しくは販売会社までお問い合わせください。

詳しくは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：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。

残クレ60回払いの
お支払い
イメージ

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）

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

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】 ・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）※N-VAN（ +STYLE FUN / +STYLE COOL ）は24回もお選びいただけます。

詳しくは販売会社までお問い合わせください。1.9実質年率

% キャンペーン
実施中

ステップ ワゴン、ヴェゼル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。
その他の車種は2019年3月31日（日）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。

対象車種（新車のみ）

所要資金（割賦元金）

18.5M ヴェゼル
（ハイブリッド含む）

50万円以上

18M ステップ ワゴン / 18M ステップ ワゴン SPADA（ハイブリッド含む） / 18M ステップ ワゴン Modulo X / 
19M INSIGHT /17.5M GRACE（ハイブリッド含む） / 19M CIVIC SEDAN / 

16M ACCORD / 18M CLARITY PHEV / 18M LEGEND

100万円以上

※ GRACE 福祉車両（助手席回転シート）、ステップ ワゴン福祉車両（車いす仕様車・サイドリフトアップシート車・助手席リフトアップシート車）は対象外です。
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）

残価設定型クレジット

※1
円1,596,240

型式 : DBA-JF3 0.66L FF/CVT（トルクコンバーター付）車
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。

N-BOX G・EX 
Honda SENSING
車両本体価格の一例 （消費税8%込み）

毎日を自分らしく楽しむ人に。みんなの生活を、もっともっと変えていこう。

※1
円1,341,360

型式 : HBD-JJ1 0.66L FF/CVT（トルクコンバーター付）車

N-VAN L・Honda SENSING
車両本体価格の一例

（消費税8%込み）

可能性を広げるラゲッジスペース。

※1
円2,080,080

型式 : DAA-GP7 1.5L i-VTEC+i-DCD FF/7速デュアルクラッチトランスミッション車
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。 

シャトル HYBRID
Honda SENSING
車両本体価格の一例 （消費税8%込み）

ちょうどいいを、もっと、みんなへ。

※1
円2,496,000

型式 : DAA-GB7 1.5L i-VTEC+i-DCD FF/7速デュアルクラッチトランスミッション車
上記価格には写真の有料色およびメーカーオプションの価格は含まれておりません。

フリード HYBRID G
Honda SENSING（6人乗り）
車両本体価格の一例 （消費税8%込み）

人生という旅に、かけがえのない体験を。

※1
円3,540,000

型式 : DBA-RC1 2.4L i-VTEC FF/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
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。

オデッセイ ABSOLUTE・EX 
Honda SENSING
車両本体価格の一例 （消費税8%込み）

円2,205,360
型式 : DAA-GP5 1.5L i-VTEC+i-DCD FF/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

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

Photo（上） ： オデッセイ HYBRID ABSOLUTE・EX Honda SENSING 車両本体価格の一例 4,150,000円※1（消費税８％込み） 
価格には写真のメーカーオプション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。  メーカーオプション[Honda インターナビ、リアエンターテインメントシステム、
100V AC電源、運転席大型アームレスト、センターコンソールボックス（299,160円高）]、ディーラーオプション[フロアカーペットマット＜プレミアムタイプ＞
（81,000円＜工賃別途＞）]装着車 ■カットボディーによる撮影。
Photo（下） : オデッセイ ABSOLUTE・EX Honda SENSING（FF）  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 : 43,200円高）

★ ★ ★ ★ ★

★10万円分
プレゼント10万円分
プレゼント10万円分
プレゼント10万円分
プレゼント10万円分
プレゼント

Honda
純正ナビ
購入
クーポン

フィットをご成約かつご登録で

Photo（上） : フリード HYBRID G・Honda SENSING（FF/6人乗り） ボディーカラーはブルーホライゾン・メタリック　
メーカーオプション［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、Honda インターナビ（237,600円高）］装着車
Photo（下） : フリード HYBRID G・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）

Photo（上） ： シャトル HYBRID Z・Honda SENSING（FF） 車両本体価格の一例 2,469,960円※1（消費税8%込み） 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クラッシーブラック メーカーオプション［Honda インターナビ（183,600円高）］装着車
※ハイブリッド車とガソリン車、FF車と4WD車でそれぞれ荷室形状が異なります。
Photo（下） : シャトル HYBRID・Honda SENSING（FF） ボディーカラーはミッドナイトブルービーム・メタリック（有料色 : 32,400円高）

Photo（上） ： N-VAN L・Honda SENSING（FF/CVT） ボディーカラーはルナシルバー・メタリック
Photo（下） : N-VAN L・Honda SENSING（FF/CVT） ボディーカラーはタフタホワイトⅡ
■写真は積載イメージです。■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-BOX G・EX Honda SENSING（FF） ボディーカラーはモーニングミストブルー・メタリック 
ディーラーオプション[N-BOX専用 ８インチ プレミアム インターナビ VXU-195NBi （199,800円〈取付アタッチメント、ナビゲーションロック/取付工賃別途〉）]装着車

Photo : フィット HYBRID・S Honda SENSING（FF）　ボディーカラーはルージュアメジスト・メタリック

※1

★1

取付工賃・取付アタッチメント等は別途（消費税 8%込み）

おすすめ
ナビの一例 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。 

エントリー インターナビ VXM-194Ci

105,840円
メーカー希望小売価格

※画面はハメコミ合成です。※取付工賃、取付
アタッチメント等が別途必要になります。

（消費税８％込み）

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

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。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

Photo（上） ： フィット HYBRID・F（FF）  車両本体価格の一例 1,815,480円　　（消費税8%込み） 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ニュアンスブラック
メーカーオプション[Honda SENSING、Honda インターナビ（319,680円高）]装着車  ■写真はカットボディーによる撮影。

Photo（下） : フィット HYBRID・S Honda SENSING（FF） ボディーカラーはルージュアメジスト・メタリック

※1

★1 【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８％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。

★〈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。 

〔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2019年2月の一例です。●掲載のお支払い例は、初回お支払い月を2019年4月、初回ボーナス月を2019年8月（以下ボーナス月は1月・8月）で計算した一例です。●初回お支払い月、ボーナス月の変更や追加をすると、お支払い金額は変動します。★本クレジットは最終回に、①新車に乗りかえ、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わせください。

大阪府 Honda Carsは、

応援しています。
球活.jp

球活.jp
の活動を

キャンペーン　大阪府Honda 検 索

https://honda.gr.jp

お近くの販売店やキャンペーン情報など
詳しくはWEBで

スマホは
こちらから

パソコンは
こちらから
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