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C R - Vご 成 約 か つ 登 録 で もらえる！
Honda純正

用品購入
クーポン

近畿地区 Honda Cars 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〉

エコドライブ、美しい環境とモビリティ−の楽しさを次世代へ。

Honda Cars 滋賀湖東

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。
一部の車種やタイプ、
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。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

！
万円分 プレゼント
※

ゆうメール

当店先行仕入れ車！

即納可！

CR-V e:HEV EX
Masterpiece

1台限り
【ボディーカラー】
プラチナホワイト・パール

429 .44

型式 : 6AA-RT5 2.0L 電気式無段変速機 / FF

〈4WB40P4〉
車両本体価格
（消費税10％込み）

Photo : CR-V e:HEV EX・Masterpiece（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

料金後納

おかげさまで

※
【近畿地区Honda Cars企画：CR-Vご成約キャンペーンについて】
●近畿地区のHonda Cars各店で、CR-V
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。
●購入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。
●購入クーポンご利用で購入いただいたHonda純正用品はご成約された車
を対象として取付けします。
●購入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。
●購入クーポン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。

当店
ル
ナ
ジ
オリ
企画

【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
価格は全て消費税（10％）込み価格です。掲載価格には保険料、税金（消費税除く）、登録料に伴う諸費用、
リサイクル料金は別途申し受けます。

いよいよ登場！

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ことがあります。
■売約済みの際はご容赦ください。
■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

家族の生活をいちばんに考えて。みんなが気持ちよく
使える余裕のある空間になりました。

シートスライド時や乗降時の快適性に
こだわった、フレキシブルに使える空間。

イメージ図
ロングスライド
中寄せスライド

座った瞬間に、運転しやすいと感じられる
見晴らしのよさ。

選べる
発
ギフトカタログ
約
先行予ント
プレゼペーン プレゼント !!

当店オリジナル企画！

キャン

しい

良
〈対象 兵庫県・奈

店 内 の 換 気を
定期的に実施
して おります 。

【ステップ ワゴン先行予約キャンペーンプレゼントにつきまして】
●本キャンペーンは、
近畿地区のHonda Carsで実施しております。●期間中に
新型ステップ ワゴンの先行予約をしていただいた方が対象となります。
●プレゼント内容は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。
●写真はイメージです。
●掲載商品は予告なく変更になる場合
がございます。
●この他の成約プレゼントとの重複は適用されません。
詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

ご来店のお客様におかれましても入店時のマスク着用、
店内での消毒液による消毒にご協力をお願いしております。

従業員の
手 洗 い・う が い を
徹 底して おります 。

店内に
消 毒 液を設 置
して おります 。

商 談テーブル の
清 掃・除 菌 を
行って い ます 。

ご成約
プレゼント
2022

4.29(FRI) ▶
5.31(TUE)

近畿地区 Honda Cars 企画

〈滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県〉

滋賀湖東
彦根市後三条町４７５-４

彦根東店 TEL（0749）22-2133
広告有効期限：2022.5.31.迄

2022

5/2 ~ 6 11 17 18 25
月

金

水

火

水

水

近江八幡市西庄町９７１-１

八幡東店 TEL（0748）33-3578
ホームページアドレス http://www.hp-honda.jp/

試乗車のご予約/カタログのご請求もお気軽にどうぞ！

check it out !!

ご商談
プレゼント
に

さら

店休日の
ご案内

期間中に

うれ

企画
Cars
nda 府・大阪府・
区 Ho
京都
近 畿 地エリア：滋賀県県・・和歌山県〉

お客様への
ご対応時は、
マスクを 着 用
して おります 。

お一組様おひとつ限り

人気のグルメや温泉、体験チケットなど
バラエティー豊富なアイテム約７３０点掲載

日
売 日前

Honda Cars滋賀湖東では
新型コロナウイルス感染防止対策を実施しています。

即納可能な N シリーズ車が勢揃い！詳しくは中にて！

Photo
【すべて】 STEP WGN e:HEV SPADA
（FF）ボディーカラーはトワイライト
ミストブラック・パール メーカーオプション、
ディーラーオプション装着車
■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。

期間
ペーン
キャン
まで

［左］
STEP WGN AIR
（FF） ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール ディーラーオプション装着車
［右］
STEP WGN e:HEV SPADA
（FF） ボディーカラーはトワイライトミストブラック・パール メーカーオプション、
ディーラーオプション装着車
■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。

フェア開催！

2022

5.6(FRI) ▶
5.15(SUN)

ロゴ
Honda
！
刻印入り
ル
ナ
ジ
オリ
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Honda 四輪新車ご成約の方に！

チーズケーキ

プレゼント！

●期間中、
Honda Cars 滋賀湖東にて、
四輪新車をご成約いただいた方が対象となります。
●写真はイメージです。
実物とは異なる場合がございます。
●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。
●プレゼントはお一組様１つとさせていただきます。
●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。
●このキャンペーンはHonda Cars 滋賀湖東にて実施しております。
詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

期間中の ご商談で！

プレ ゼ ント！

500m
ペットボ lの
トル
6本入る が
！

サイズ：W45×H25×D20cm（持ち手含まず）

※プレゼントは
『クーラーバッグ』1つのみです。収納物はプレゼントに含まれません。

●期間中に、近畿地区のHonda Cars 各店でご商談をいただいた方が対象です。
●対象車種はHonda新車全車種です。
●プレゼントはご商談につき、おひとつ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。
●写真はイメージで、実物と異なる場合がございます。
●数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
予めご容赦ください。
●他のキャンペーンと併用できない場合がございます。
●詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください
日本発祥のアウトドアブランド。
「海辺5メートルから
標高800メートルまで」
で愛用されるものづくりをモッ
トーに、家族のさまざまな
「Enjoy!」
に寄り添います。

