
●掲載価格には、応急パンク修理キット・ジャッキ（Honda e を除く）・標準工具（Honda e を除く）が含まれます。●当社でセットする付属品は別途です。車両本体価格には特
別装備品以外のディーラーオプションの価格は含まれておりません。●ボディーカラーは印刷物のため実際とは多少異なることがございます。●チラシに記載されている内容に
つきましては、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。●タイプ、ボディーカラーにより納期が異なりますので、詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

（＊）車両本体価格は消費税10％込みの価格です。消費税以外の税金、保険料、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。 22-12750228-
定休日の緊急時は築館インター店☎0228-22-3801へ
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栗原市築館
字小渕東177-1

栗原 築館店
もしものときの

安心
ネットワーク
今すぐブックマークに
登録して下さい

■営業時間／AM9:15～PM6:20　■定休日／毎週火曜日
Hondaの最新情報をチェック http://www.hondacars-kurihara.jp/

Honda Cars 栗原
オリジナル決算特別装備車

T/C 31640B3 限定
各

1台
ボディーカラー /
ミッドナイトブルービーム・メタリック

SHUTTLE HYBRID X
Honda SENSING

★【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
（消費税10% 込み）4,624,000円オデッセイ e:HEV ABSOLUTE・ EX（7人乗り）オデッセイ e:HEV ABSOLUTE・ EX（7人乗り）

型式：6AA-RC4　2.0L　電気式無段変速機/FF
Honda e Advance〈RR〉（4人乗り）Honda e Advance〈RR〉（4人乗り）
型式：ZAA-ZC7　電気自動車/RR

Photo：オデッセイ e:HEV ABSOLUTE・ EX 7人乗り(FF) ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
（＊）車両本体価格

（消費税10% 込み）4,985,500円
Photo：Honda e Advance〈RR〉（4人乗り） ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

NEW

NEW NEW

NEWNEW

Photo：N-BOX L（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

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）

❶新車に乗り換える

❸車両を返却して終了
❷そのまま乗り続ける

プラン

※2

※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）

60回払いの
お支払いイメージ

詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。※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）。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。 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 】　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。

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。

キャンペーン実施中

【クレジット条件】残価設定型クレジット
対象車種（新車のみ） 所要資金（割賦元金）

100万円以上

50万円以上
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e:HEV

フィット / フィット e：HEV

お支払い回数は36/48/60回
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。

残価設定型クレジット

【残クレお支払い例について】お支払い例は2021年3月の一例です。初回お支払い月を2021年5月、初回ボーナス月を2021年8月（以下ボーナス月は8月、１月）で計算した一例です。　（★1）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、詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）1,614,800円

（＊）（＊）

総合計1,953,270円のところ特
別
付
属
品

N-BOX L 
型式：6BA-JF3 
0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF

特別付属品付き決算特別装備車

＋

338,470円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-214VFI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●ETC 車載器（音声ガイドタイプ）
●ETCアタッチメント
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  147,730 円
6,600 円
11,660 円
71,610 円
11,000 円
13,530 円
57,090 円

19,250 円

＝
（＊）（＊）1,850,000円

決算特別価格

13,400円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥1,850,000　
●初回お支払い月額 ￥17,874　●２回目以降お支払い月額 ￥13,400×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥70,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥572,520
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥1,495,074  ❷の場合 ￥2,067,594

残クレご利用で残クレご利用で N-BOX L（FF / 有料色）T/C 31240P6 の場合

月
々

実質年率3.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク103,270

★

T/C 31240P6 限定1台ボディーカラー /
プレミアムサンライトホワイト・パール

T/C 31240D3 限定1台ボディーカラー /
プレミアムガットブラウン・パール◆

◆プレミアムガットブラウン・パール車は 22,000 円安

T/C 31240Z 限定1台ボディーカラー /
クリスタルブラック・パール◆

◆クリスタルブラック・パール車は 55,000 円安

Photo：N-BOX Custom L（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

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）1,802,900円

（＊）（＊）

総合計2,149,950円のところ特
別
付
属
品

N-BOX Custom L 
型式：6BA-JF3 
0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF

特別付属品付き決算特別装備車

＋

347,050円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-214VFI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●ETC 車載器（音声ガイドタイプ）
●ETCアタッチメント
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  147,730 円
6,600 円
11,660 円
78,320 円
11,000 円
13,530 円
57,090 円

21,120 円

＝
（＊）（＊）2,040,000円

決算特別価格

15,900円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥2,040,000　
●初回お支払い月額 ￥19,048　●２回目以降お支払い月額 ￥15,900×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥70,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥639,210
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥1,641,248  ❷の場合 ￥2,280,458

残クレご利用で残クレご利用で N-BOX Custom L（FF / 有料色）T/C 31640Zの場合

月
々

実質年率3.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク109,950

★

T/C 31640Z 限定1台ボディーカラー /
クリスタルブラック・パール◆

T/C 31641Z 限定1台ボディーカラー /
クリスタルブラック・パール
メーカーオプション /リア右側パワースライドドア装着車 22,000 円高

T/C 31641G3 限定1台ボディーカラー /
プラチナホワイト・パール
メーカーオプション /リア右側パワースライドドア装着車 55,000 円高

T/C 31640G3ボディーカラー /
プラチナホワイト・パール

◆クリスタルブラック・パール車は 33,000 円安

Photo：N-BOX Custom L・ターボ（FF）　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

※ETC車載器は別途車種別のアタッチメントが必要です。ETC車載器装備車には装着できません。別途、取付費およびセットアップ費用が必要です。

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）2,002,000円

（＊）（＊）

総合計2,349,050円のところ特
別
付
属
品

N-BOX Custom L・ターボ 
型式：6BA-JF3 
0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF

特別付属品付き決算特別装備車

＋

347,050円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-214VFI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●ETC 車載器（音声ガイドタイプ）
●ETCアタッチメント
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  147,730 円
6,600 円
11,660 円
78,320 円
11,000 円
13,530 円
57,090 円

21,120 円

＝
（＊）（＊）2,240,000円

決算特別価格

16,800円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥2,240,000　
●初回お支払い月額 ￥20,615　●２回目以降お支払い月額 ￥16,800×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥80,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥709,800
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥1,795,015  ❷の場合 ￥2,504,815

残クレご利用で残クレご利用で N-BOX Custom L・ターボ（FF / 有料色）T/C 31840G3 の場合

月
々

実質年率3.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク109,050

★

T/C 31840G3 限定1台ボディーカラー /
プラチナホワイト・パール

Photo：N-BOX L（4WD）　ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）1,725,900円

（＊）（＊）

総合計2,064,370円のところ特
別
付
属
品

N-BOX L 
型式：6BA-JF4
0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/4WD

特別付属品付き決算特別装備車

＋

338,470円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-214VFI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●ETC 車載器（音声ガイドタイプ）
●ETCアタッチメント
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  147,730 円
6,600 円
11,660 円
71,610 円
11,000 円
13,530 円
57,090 円

19,250 円

＝
（＊）（＊）1,960,000円

決算特別価格

14,900円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥1,960,000　
●初回お支払い月額 ￥15,088　●２回目以降お支払い月額 ￥14,900×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥70,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥611,910
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥1,579,288  ❷の場合 ￥2,067,594

残クレご利用で残クレご利用で N-BOX L（4WD / 有料色）T/C 31280G3 の場合

月
々

実質年率3.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク104,370

★

T/C 31280G3 限定1台ボディーカラー /
プラチナホワイト・パール

4WD4WD

Photo：FIT e:HEV HOME(FF)メーカーオプション装着車　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

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）2,172,500円

（＊）（＊）

総合計2,495,350円のところ特
別
付
属
品

FIT e:HEV HOME 
型式：6AA-GR3　1.5L
電気式無段変速機/FF

特別付属品付き決算特別装備車

＋

322,850円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-215VFI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●FACE パネル
●フロアマットスタンダード
●マッドガード
●ドアバイザー

  148,390 円
4,400 円
13,200 円
82,170 円
19,140 円
11,000 円
23,430 円
21,120 円

＝
（＊）（＊）2,360,000円

決算特別価格

18,600円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥2,360,000
●初回お支払い月額 ￥21,992　●２回目以降お支払い月額 ￥18,600×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥80,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥651,750
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥1,900,792  ❷の場合 ￥2,552,542

残クレご利用で残クレご利用で FIT e:HEV HOME（FF / 有料色）メーカーオプション装着車 T/C 1HB42R6 の場合

月
々

実質年率2.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク135,350

★

T/C 1HB42R6 限定1台ボディーカラー /
プレミアムクリスタルレッド・メタリック

メーカーオプション内容

Honda CONNECT for Gathers＋
ナビ装着用スペシャルパッケージ

メーカーオプション装着車

FIT e:HEV HOME 
メーカーオプション装着車

PPhoto：FREED HYBRID G・Honda SENSING メーカーオプション装着車 (FF/6人乗り)ボディーカラーはプラチナホワイト・パールPPhoto：FREED HYBRID G・Honda SENSING メーカーオプション装着車 (FF/6人乗り)ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）2,666,400円

（＊）（＊）

総合計3,119,930円のところ特
別
付
属
品

FREED HYBRID G
型式：6AA-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

特別付属品付き決算特別装備車

＋

453,530円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-217VFNI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●FACE パネル
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  236,390 円
4,400 円
11,660 円
86,020 円
11,000 円
82,940 円

21,120 円

＝
（＊）（＊）2,980,000円

決算特別価格

22,900円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥2,980,000
●初回お支払い月額 ￥25,414　●２回目以降お支払い月額 ￥22,900×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥100,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥872,640
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥2,353,614  ❷の場合 ￥3,226,254

残クレご利用で残クレご利用で FREED HYBRID G・ Honda SENSING（FF/6人乗り / 有料色）メーカーオプション装着車 T/C 2LE4EG4 の場合

月
々

実質年率2.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク139,930

★

★

★

T/C 2LE4EG4 限定1台ボディーカラー /
プラチナホワイト・パール

メーカーオプション内容

Sパッケージ（15インチアルミホイール他）
装着車（6人乗り）

メーカーオプション内容

ナビ装着用スペシャルパッケージ＋
ETC2.0 車載器 ( ナビ連動 )
テールゲート (わくわくゲート非装着 )

・Honda SENSINGメーカーオプション装着車

FREED HYBRID G
・Honda SENSING
メーカーオプション装着車

Photo：SHUTTLE HYBRID X・Honda SENSING (FF)ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）2,451,900円

（＊）（＊）

総合計2,882,275円のところ特
別
付
属
品

SHUTTLE HYBRID X 
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

特別付属品付き決算特別装備車

＋

430,375円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-207VFEI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●FACE パネル
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  219,010 円
6,600 円
13,970 円
84,480 円
16,500 円
65,725 円

24,090 円

＝
（＊）（＊）2,680,000円

決算特別価格

21,200円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥2,680,000
●初回お支払い月額 ￥22,495　●２回目以降お支払い月額 ￥21,200×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥100,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥735,570
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥2,252,095  ❷の場合 ￥2,987,665

残クレご利用で残クレご利用で SHUTTLE HYBRID X・Honda SENSING（FF / 有料色）T/C 4HB4AG3 の場合

月
々

実質年率3.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク202,275

★

T/C 4HB4AG3 限定1台ボディーカラー /
プラチナホワイト・パール

Honda SENSING

4WD

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（185/60R15)
当店通常価格 125,000 円（税込）→62,500 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（185/60R15)
当店通常価格 125,000 円（税込）→62,500 円（税込）※取付工賃含

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（185/60R15)
当店通常価格 125,000 円（税込）→62,500 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（185/60R15)
当店通常価格 125,000 円（税込）→62,500 円（税込）※取付工賃含 STEP WGN SPADA

Honda SENSING
メーカーオプション装着車（7人乗）

Photo：STEPWGN SUPDA・Honda SENSING (FF)ボディーカラーはプレミアムスパークルブラック・パール

（＊）（＊）
車両本体価格
（消費税10%込み）2,959,000円

（＊）（＊）

総合計3,473,250円のところ特
別
付
属
品

STEPWGN SPADA 
型式：6BA-RP3 1.5L VTEC TURBO
CVT（トルクコンバーター付）車/FF

特別付属品付き決算特別装備車

＋

514,250円（当店通常価格、取付工賃含む）付属品金額

●純正インターナビ VXU-217VFNI
●ナビアタッチメント
●OPアンテナ
●ドライブレコーダーパッケージ
●リモコンエンジンスターター
●エンジンスターターアタッチメント
●FACE パネル
●新車パッケージ（フロアマットプレミアム+
　ドアバイザー +ライセンスフレーム）
●マッドガード

  237,160 円
4,400 円
12,430 円
82,170 円
25,300 円
15,510 円
11,000 円
95,480 円

30,800 円

＝
（＊）（＊）3,230,000円

決算特別価格

25,500円 【お支払い例】 ●頭金￥0  ●所要資金（割賦元金）￥3,230,000
●初回お支払い月額 ￥25,532　●２回目以降お支払い月額 ￥25,500×58回　
●ボーナス月加算額（8月・1月）￥100,000〈×10回〉 
■最終回お支払い額〈★１〉❶新車に乗りかえ ￥0  ❷乗り続ける ￥995,300
❸車両を返却 ￥0 ■お支払い総額  ❶❸の場合 ￥2,504,532  ❷の場合 ￥3,499,832

残クレご利用で残クレご利用で STEPWGN SPADA・Honda SENSING（FF/7人乗り / 有料色）T/C 4CB4AX3 の場合

月
々

実質年率2.5％
60回（5年）払い

4 本セット
当社指定商品

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

アルミホイール付き
スタッドレスタイヤ
半額クーポンプレゼント！

さ
ら
に

決算だからこんなにおトク！決算だからこんなにおトク！
円おトク243,250

★

T/C 4CB4AX3 限定1台ボディーカラー /
プレミアムスパークルブラック・パール

Honda SENSINGメーカーオプション装着車

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（205/60R16)
当店通常価格 172,000 円（税込）→86,000 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（205/60R16)
当店通常価格 172,000 円（税込）→86,000 円（税込）※取付工賃含

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（185/65R15)
当店通常価格 108,000 円（税込）→54,000 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（185/65R15)
当店通常価格 108,000 円（税込）→54,000 円（税込）※取付工賃含

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含

当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含
当社指定商品 /DUNLOP ウインターMAX02（155/65R14)
当店通常価格 68,000 円（税込）→34,000 円（税込）※取付工賃含

STAFF正社員募集中！
①営業 ②サービス ③フロント事務
（未経験者歓迎・サービスのみ経験者優遇）

お気軽にお電話ください。

◇給与：当社規定に寄り優遇
◇待遇：社会保険完備
　　　  複利厚生・交通費支給
◇条件：年齢・性別不問
◇応募：左記まで電話連絡の上、
　　　  履歴書をご持参

フリード 
フィット
ステップワゴン

担当/酒井

決算セール期間中ご商談・ご査定の方に

●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。

さらにさらに

Hondaオリジナルふわふわ
フリースブランケットプレゼント！

約1,200mm

約
900m

m

約1,200mm

約
900m

m

3
6
月

土7日13土14日20土21日27土28日
3月の週末はおトクがいっぱい！

決算特別装備車は人気車に、嬉しい充実装備をお付けし、決算特別価格でご提供！

半額クーポンプレゼント！半額クーポンプレゼント！アルミホイール付きスタッドレスタイヤアルミホイール付きスタッドレスタイヤ 4本セット

話題の 展示車をご用意しました。

※当社指定商品となります。イラストはイメージです。アクティトラックはスチールホイール。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。※Honda e と ODYSSEY ABSOLUTEは対象外とさせていただきます。

家庭用
充電設備の
ご相談も
承ります。

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。


