
★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、安全運転をおねがいします。Honda SENSINGの機能の数や内容は、車種・タイプにより異なる場合があります。詳しくは店頭またはWebでご確認ください。

　表示の全ての価格は消費税率10％に基づく税込価格を表示しています。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。■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。車両本体のみでも購入いただけます。■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。■写真は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
■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。■詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
■実施中の他のご成約キャンペーンとは併用できません。　詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

リサイクル料金は預託済みですが、販売価格に含まれていないため、預託金相当額が別途必要となります。

■現車は店頭にて充分確認の上、ご検討ください。■支払総額には車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額、購入時に必要なすべての費用が含まれています。■支払総額は、平成31年7月26日現在、県内登録（届出）で店頭納車
の場合の価格です。お客様の要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。■車検整備付：車検の有効期限が切れています。販売価格には法定24か月点検整備費用が含まれます。●AT=オートマチック●CVT＝無段変速オートマチック
掲載の中古車情報は制作時(令和2年5月14日現在)の情報となります。万一売約済みの場合はご容赦ください。詳細は営業スタッフまでお問い合わせください。

リ済別 掲載の中古車は定期点検整備後納車時渡しです。（点検整備料は価格に含む）

平成1９年式

ライフ F
（ＦＦ） ナビゲーション付

リ済別

初年度登録：2007年／
走行距離：7.8万Km／
排気量：0.66L／ FF／ 4AT／
シルバー／車検：検査受け渡し
修復歴なし／車台番号末尾：517

2929 .8.8
令和元年式

N-BOX Custom G 
L Honda SENSING
（ＦＦ） ディスプレイオーディオ・
　　　　　　　　　　ETC付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2022年12月までもしくは走行距離6万キロ）

初年度登録：2019年／
走行距離：0.3万Km／
排気量：0.66L／ FF／CVT／
ホワイト／車検：2022年12月
修復歴なし／車台番号末尾：591

149149 .8.8

平成２7年式

N-WGN Custom
G ターボ
（ＦＦ） ナビ・ETC・ドラレコ付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2022年1月まで）

初年度登録：2015年／
走行距離：6.1万Km／
排気量：0.66L／ FF／CVT／
ホワイト／車検：2022年1月
修復歴なし／車台番号末尾：940

100100 .0.0
平成２6年式

N-BOX+ Custom  
G ターボ
（ＦＦ） ナビ・ETC付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2021年4月までもしくは走行距離6万キロ）

初年度登録：2014年／
走行距離：3.4万Km／
排気量：0.66L／ FF／CVT／
ブラック／車検：2021年4月
修復歴なし／車台番号末尾：022

100100 .0.0

平成30年式

N-BOX G・L
Honda SENSING
（ＦＦ） ETC付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2021年2月までもしくは走行距離6万キロ）

初年度登録：2018年／
走行距離：1.4万Km／
排気量：0.66L／ FF／CVT／
ホワイト／車検：2021年2月
修復歴なし／車台番号末尾：729

138138 .0.0
令和元年式

フリード HYBRID G 
Honda SENSING
（ＦＦ） ETC付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2022年10月までもしくは走行距離6万キロ）

初年度登録：2019年／
走行距離：0.2万Km／
排気量：1.5L／ FF／CVT／
水色／車検：2022年10月
修復歴なし／車台番号末尾：548

205205.0.0

令和元年式

ヴェゼル TOURING
Honda SENSING
（ＦＦ） ETC付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2022年10月までもしくは走行距離6万キロ）

初年度登録：2019年／
走行距離：0.6万Km／
排気量：1.5L／ FF／CVT／
ホワイト／車検：2022年10月
修復歴なし／車台番号末尾：239

215215 .0.0

彦根
東店
展示

当店の試乗車を
中古車として販売！

当店の試乗車を
中古車として販売！

当店の試乗車を
中古車として販売！

平成２９年式

フィット HYBRID S 
Honda SENSING
（ＦＦ） ナビ・ETC付

リ済別

初回車検までのメーカー保証付
（2020年8月までもしくは走行距離6万キロ）

初年度登録：2018年／
走行距離：2.6万Km／
排気量：1.5L／ FF／ 7AT／
ブラック／車検：2020年8月
修復歴なし／車台番号末尾：509

特選中古車情報特選中古車情報
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Honda Cars 滋賀湖東Honda Cars 滋賀湖東チャンスフェア お買い得車よりどりみどり！！チャンスフェア お買い得車よりどりみどり！！
★

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

【ボディーカラー】プラチナホワイト・パール（21640G3）
車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）1,779,800円

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

両店で

限定1台

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

23,000円23,000円月
々

N残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
N-BOX Custom G・L Honda SENSING （FF ）ボディーカラー / プラチナ
ホワイト・パール  オプション / なし  車両本体価格の一例 1,779,800円＊（消
費税10%込み）の場合●頭金…0円 ●所要資金（割賦元金）…1,779,800円
●初回お支払い月額…27,939円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…
23,000円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…631,020円 
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…1,361,939円 
②の場合…1,992,959円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

★

Photo：ヴェゼル RS・Honda SENSING
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
Photo：ヴェゼル RS・Honda SENSING
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

【ボディーカラー】プラチナホワイト・パール（4V34AP3）

ヴェゼル RS
Honda SENSING
型式：DBA-RU1 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

車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）2,559,333円

両店で

限定1台

※1消費税 10％込み
　　取付工賃別途

プレゼント!プレゼント!オプション
購入クーポン

Honda純正

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。

20万円
分

※1

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

33,000円33,000円月
々

残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
ヴェゼル RS・Honda SENSING  ボディーカラー / プラチナホワイト・パール  
オプション / なし  車両本体価格の一例  2,559,333円＊（消費税10%込み）の
場合●頭金…0円 ●所要資金（割賦元金）…2,559,333円●初回お支払い月
額…36,621円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…33,000円 ●ボーナス
月加算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…767,801円 
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…1,950,621円 
②の場合…2,718,422円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

22,300円22,300円月
々

残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
N-BOX G・L Honda SENSING（FF） ボディーカラー / プレミアムアイボ
リー・パールⅡ＆ブラウン  オプション / リア右側パワースライドドア、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
車両本体価格の一例 1,724,800円＊（消費税10%込み）の場合●頭金…0円 
●所要資金（割賦元金）…1,724,800円●初回お支払い月額…26,504円
●2回目以降お支払い月額（×58回）…22,300円 ●ボーナス月加算額（8月×5
回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…611,520円
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…1,319,904円 
②の場合…1,931,424円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

31,400円31,400円月
々

残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
フリード G・Honda SENSING（FF/6人乗り） ボディーカラー / クリスタルブ
ラック・パール  オプション/ナビ装着用スペシャルパッケージ、LEDヘッドライト、
Cパッケージ  車両本体価格の一例2,347,400円＊（消費税10%込み）の場合
●頭金…0円 ●所要資金（割賦元金）…2,347,400円●初回お支払い月額…
34,017円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…31,400円 ●ボーナス月加
算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…768,240円 
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…1,855,217円 
②の場合…2,623,457円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

38,300円38,300円月
々

残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
フリード＋ HYBRID CROSSTAR Honda SENSING（FF）ボディーカラー
/シルバーミストグリーン・メタリック  オプション / なし　車両本体価格の一例
2,803,900円＊（消費税10%込み）の場合●頭金…0円 ●所要資金（割賦元
金）…2,803,900円●初回お支払い月額…41,279円 ●2回目以降お支払い
月額（×58回）…38,300円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…866,660円 
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…2,262,679円 
②の場合…3,129,339円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

27,300円27,300円月
々

残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
フィット CROSSTAR（FF） ボディーカラー / サーフブルー  オプション / ルー
フレール  車両本体価格の一例  1,982,200円＊（消費税10%込み）の場合
●頭金…0円 ●所要資金（割賦元金）…1,982,200円●初回お支払い月額…
32,409円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…27,300円 ●ボーナス月加
算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…594,660円 
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…1,615,809円 
②の場合…2,210,469円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

32,000円32,000円月
々

残価設定型クレジット  実質年率3.5%  60回（5年）払い 
フィット e:HEV CROSSTAR（FF） ボディーカラー / プラチナホワイト・パール  
オプション / なし　車両本体価格の一例  2,321,000円＊（消費税10%込み）
の場合●頭金…0円 ●所要資金（割賦元金）…2,321,000円●初回お支払い月
額…36,149円 ●2回目以降お支払い月額（×58回）…32,000円 ●ボーナス
月加算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…696,300円 
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…1,892,149円
②の場合…2,588,449円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

★

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

【ボディーカラー】プレミアムアイボリー・パールⅡ＆ブラウン
（21A41N8）

車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）1,724,800円

両店で

限定1台

Photo：N-BOX  G ・ L Honda SENSING（ＦＦ）
ボディーカラーはプレミアムアイボリー・パールⅡ＆ブラウン
Photo：N-BOX  G ・ L Honda SENSING（ＦＦ）
ボディーカラーはプレミアムアイボリー・パールⅡ＆ブラウン

※1消費税 10％込み
　　取付工賃別途

Photo：フリード＋ HYBRID CROSSTAR Honda SENSING（FF） 
ボディーカラーはシルバーミストグリーン・メタリック
Photo：フリード＋ HYBRID CROSSTAR Honda SENSING（FF） 
ボディーカラーはシルバーミストグリーン・メタリック

★

フリード+ HYBRID CROSSTAR
Honda SENSING

【ボディーカラー】シルバーミストグリーン・メタリック車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）2,803,900円

両店で

限定1台

プレゼント!プレゼント!ナビ購入
クーポン

Honda純正

+ドライブレコーダー
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。

10
万円
分

￥39,600(消費税10％込・取付工賃別途)フロントのみ

※1

（2FX4AL）

※1消費税 10％込み
　　取付工賃別途

Photo：フリード G・Honda SENSING（FF/6人乗り） 
ボディーカラーはクリスタルブラック・パール
Photo：フリード G・Honda SENSING（FF/6人乗り） 
ボディーカラーはクリスタルブラック・パール

★

フリード G
Honda SENSING（FF/6人乗り）

【ボディーカラー】クリスタルブラック・パール車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）2,347,400円

両店で

限定1台

プレゼント!プレゼント!ナビ購入
クーポン

Honda純正

+ドライブレコーダー
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。

10
万円
分

￥39,600(消費税10％込・取付工賃別途)フロントのみ

※1

（2LA4EZ）

※1消費税 10％込み
　　取付工賃別途

Photo：フリード HYBRID G・Honda SENSING（ＦＦ/6人乗り）  
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
Photo：フリード HYBRID G・Honda SENSING（ＦＦ/6人乗り）  
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

★

フリード HYBRID G
Honda SENSING（FF/6人乗り）

【ボディーカラー】プラチナホワイト・パール（2LE4BG3）車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）2,666,400円

両店で

限定1台

プレゼント!プレゼント!ナビ購入
クーポン

Honda純正

+ドライブレコーダー
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。

10
万円
分

￥39,600(消費税10％込・取付工賃別途)フロントのみ

※1

税金・保険料・諸費用等が別途必要です。

残クレご利用の場合

35,700円35,700円月
々

フリード HYBRID G・Honda SENSING（FF/6人乗り） ボディーカラー / プ
ラチナホワイト・パール  オプション / Cパッケージ  車両本体価格の一例
2,666,400円＊（消費税10%込み）の場合●頭金…0円 ●所要資金（割賦元
金）…2,666,400円●初回お支払い月額…36,893円 ●2回目以降お支払い
月額（×58回）…35,700円 ●ボーナス月加算額（8月×5回・1月×5回）…0円 
●最終回お支払い額★ ①新車に乗りかえ…0円②乗り続ける…872,640円  
③車両を返却…0円 ●お支払い総額①③の場合…2,107,493円 
②の場合…2,980,133円

頭金0円60回払い
ボーナス払い無し！

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

型式：6BA-GB5 1.5L  i-VTEC CVT(トルクコンバーター付)車 / FF 型式：6AA-GB７ 1.5L i-VTEC+i-DCD デュアルクラッチトランスミッション車 / FF

★

フィット CROSSTAR 
（ＦＦ）

型式：6BA-GR5 1.3L CVT（トルクコンバーター付）車 / FF

【ボディーカラー】サーフブルー（1H443M）
車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）1,982,200円

両店で

限定1台

Photo：フィット CROSSTAR（FF）
ボディーカラーはサーフブルー
Photo：フィット CROSSTAR（FF）
ボディーカラーはサーフブルー

★

フィット e:HEV 
CROSSTAR（ＦＦ）
型式：6AA-GR6 1.5L 電気式無段変速機車 / FF

【ボディーカラー】プラチナホワイト・パール（1HD41G3）
車 両 本 体 価 格
（消費税10％込み）2,321,000円

両店で

限定1台

Photo：フィット e:HEV CROSSTAR（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
Photo：フィット e:HEV CROSSTAR（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
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【メーカーオプション】
 リア右側パワースライドドア、
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

【メーカーオプション】 ナビ装着用スペシャルパッケージ、LEDヘッドライト、Cパッケージ

【メーカーオプション】  ルーフレール

「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。

【メーカーオプション】 Cパッケージ(運転席＆助手席シートヒーターなど)

★1 リアワイドカメラなど  　★2  運転席＆助手席シートヒーターなど★1 リアワイドカメラなど  　★2  運転席＆助手席シートヒーターなど

★1 ★2


