
Honda Cars 滋賀湖東Honda Cars 滋賀湖東

滋賀湖東
TEL（0748）33-3578
近江八幡市西庄町９７１-１八幡東店TEL（0749）22-2133

彦根市後三条町４７５-４彦根東店
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！

店休日の
ご案内

2022
7/19 ~ 21 27 10 13～17

火 水木
8/3 
水 土水 水

24 31
水 水

広告有効期限：2022.8.12 迄

彦根東店
八幡東店

当店の
新型コロナウイルス
感染防止対策は
こちらから！

●月額料金には、車両価格、自動車税環境性能割、登録/届出諸費用、契約期間中の自動車税種別割、重量税、延長保証料（5年・7年契約）、自賠責保険料、メンテナンス費用（法定点検・車検・エンジン
オイル交換等）、消費税（10%）が含まれております。●一般車両保険を含む自動車保険へのご加入が必須です。（自動車保険を含めた契約も可能です）●リサイクル料金は株式会社ホンダファイナンスが
負担します。●頭金やボーナス加算を設定いただくことも可能です。●契約満了時の諸条件については、営業スタッフへお問い合わせください。●ご契約につきましては、株式会社ホンダファイナンスの審
査が必要です。審査の結果お受け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。
【 対 象 車 種 】 Honda四輪新車（一部除く）
【 契 約 期 間 】 3年/5年/7年（軽貨物は4年/6年）

3年契約
5年契約

乗換 買取返却 延長契約期間満了時の選択

※7年契約の満了時は、“乗換・返却・クルマを貰う”からお選びいただけます。

（2年）

楽まる（楽らくまるごとプラン）は株式会社ホンダファイナンスのリース商品です。※1 5年/7年契約に適用されます　
※2 自動車保険を契約に含めることもできます
（東京海上日動/損保ジャパン/三井住友海上の3社に限る）
※3 3・5年契約のみ

楽まるとは
残価（満了時の車両価格）を除いた車両代金と
すべての維持費を月々定額でお支払いいただくプランです

月額に含まれる費用

保険関係※2税金関係点検代/
  車検代※1

消耗品含む
メンテナンス

延長保証※1車両/付属品/
登録諸費用

残価
（契約満了時の車両価格）

免責30万円分

+

ダブルの安心
※3

※3

Honda開催中！夏
●対象地区：近畿地区の Honda Cars店　●写真はイメージです。 実物とは異なる場合がございます。
●プレゼントはお一組様1つとさせていただきます。 プレゼント対象はHonda オリジナル ジャガードスリムバス
タオルとなります。　Tシャツやハンガーは含まれておりません。
●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。
●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。

●対象地区：近畿地区の Honda Cars店　●写真はイメージです。 実物とは異なる場合がございます。
●プレゼントはお一組様1つとさせていただきます。 プレゼント対象はHonda オリジナル ジャガードスリムバス
タオルとなります。　Tシャツやハンガーは含まれておりません。
●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。
●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。

タオルサイズ ：
 約1200×350mm

バスタオルよりコンパクト
厚みもあるので、しっかりふける
ちょうどいいサイズ感！

ジャガードスリム
バスタオル
プレゼント！

ジャガードスリム
バスタオル
プレゼント！

「夏Honda」開催中に、ご商談いただいたお客様へ！

Hondaオリジナル Hondaオリジナル 

※ハンガーにかける際は、38cm幅
　以上のものをご使用ください。

※ハンガーにかける際は、38cm幅
　以上のものをご使用ください。

7月19日　まで
2022年7月9日（土）～

火期間：
16 （土）7

抽選商品なくなり次第終了
2022 月 日 から！当店限定企画

ご来場の方に
当店限定企画
ご来場の方に

わくわくわくわく

抽選会開催！抽選会開催！
ハズレ無し！

ビッグお菓子

花火

ラーメン
●このキャンペーンはHonda Cars滋賀湖東で実施しています。
●写真はイメージです。 実物とは異なる場合がございます。●抽選はお一組様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。
●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。

●このキャンペーンはHonda Cars滋賀湖東で実施しています。
●写真はイメージです。 実物とは異なる場合がございます。●抽選はお一組様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。
●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。

全国名店のラーメン、
写真も動画もきれいに撮れる
花火セット、 ビッグお菓子などが
　　　　　　　　　　　　　その場で当たる！

CIVIC e:HEV登場！ 当店でご試乗いただけます！

シビック
e:HEV 車両本体価格〔消費税10%込み〕

型式：6AA-FL4 2.0L 電気式無段変速機 / FF

3,940,200円
シビック
LX 車両本体価格〔消費税10%込み〕

型式：6BA-FL1 1.5L 無断変速オートマチック(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 / FF

3,190,000円

Photo:シビック LX（CVT/FF）
ボディーカラーは
クリスタルブラック・パール

Photo:シビック LX（CVT/FF）
ボディーカラーは
クリスタルブラック・パール

Photo:シビック e:HEV（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
（有料色：38,500円高）

Photo:シビック e:HEV（FF）
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
（有料色：38,500円高）

左記価格には写真の有料色の価格は
含まれておりません

左記価格には写真の有料色の価格は
含まれておりません。 

各試乗車は両店で
持ち回りのため、
ご試乗をご希望の
 際は、ご予約を
 承っております。

各試乗車は両店で
持ち回りのため、
ご試乗をご希望の
 際は、ご予約を
 承っております。
詳しくは
営業スタッフまで！
詳しくは
営業スタッフまで！

車
ガソリン車

違いを体感！

ガソリン車

N - B OXご成約かつ届出でもらえる！N- BOXご成約かつ届出でもらえる！

一部の車種やタイプ、カラーによっては届出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。

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。

用品購入
クーポン

Honda純正5万円
分

（消費税10%込み／  取付工賃は別途）

プレゼント！
※※

N-BOX L
(コーディネート
スタイル)

車両本体価格〔消費税10%込み〕

型式：6BA-JF3 0.66L CVT(トルクコンバーター付) / FF

1,799,600円

Photo:N-BOX  L
（コーディネートスタイル）（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  L
（コーディネートスタイル）（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 Custom 特別仕様車 L 
STYLE+ BLACK (FF)
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
（有料色：33,000円高）

Photo：
N-BOX Custom 特別仕様車 L 
STYLE+ BLACK (FF)
ボディーカラーはプラチナホワイト・パール
（有料色：33,000円高）

N-BOX Custom
特別仕様車 L 
STYLE+ BLACK

車両本体価格 〔消費税10%込み〕
型式 : 6BA-JF3 0.66L CVT（トルクコンバーター付) / FF

1,929,400 円 左記価格には写真の有料色の価格は
含まれておりません。 

【特別装備】●べルリナブラック加飾フォグライトガーニッシュ●クリスタルブラック・パールアウタードアハンドルなど

Photo:フリード HYBRID G 特別仕様車 BLACK STYLE(FF/6人乗り) ボディーカラーはプラチナホワイト・パール(有料色:33,000円高)Photo:フリード HYBRID G 特別仕様車 BLACK STYLE(FF/6人乗り) ボディーカラーはプラチナホワイト・パール(有料色:33,000円高)

【フリードHYBRID G特別仕様車】
BLACK STYLE登場！
【フリードHYBRID G特別仕様車】
BLACK STYLE登場！

フリードご成約かつ登録でもらえる！フリードご成約かつ登録でもらえる！

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。

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。

用品購入
クーポン

Honda純正15万円分
（消費税10%込み／  取付工賃は別途）

プレゼント！
※※

車両本体価格 〔消費税10％込み〕 2,699,400円
フリード HYBRID G  特別仕様車
BLACK STYLE（6人乗り）

型式：6AA-GB7 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 / FF

左記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。 

●15インチアルミホイール〈ブラック〉など

●フロントグリルガーニッシュ〈ダーククロームメッキ〉＆
　フロントグリル〈マットグレー〉
●ドアミラー〈クリスタルブラック・パール〉
／アウタードアハンドル〈クリスタルブラック・パール〉

 特別装備の一例

大切な人を守る、強さと信頼感。
より上質なこだわりの仕立て。
大切な人を守る、強さと信頼感。
より上質なこだわりの仕立て。

車両本体価格 〔消費税10％込み〕 3,641,000円ステップ ワゴン 
e:HEV SPADA

型式:6AA-RP8 2.0L 電気式無段変速機 / FF

上記価格には写真の有料色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。 

車両本体価格 〔消費税10％込み〕 3,382,500円
ステップ ワゴン
e:HEV AIR

型式:6AA-RP8 2.0L 電気式無段変速機 / FF

上記価格には写真の有料色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。 

安心して使えて、どこにでも似合う。
頼もしく、クリーンに、シンプルに!
安心して使えて、どこにでも似合う。
頼もしく、クリーンに、シンプルに!

Photo:ステップ ワゴン 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（有料色：38,500円高）　
Photo:ステップ ワゴン 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（有料色：38,500円高）　

各店でご試乗いただけます！各店でご試乗いただけます！

Photo:ステップ ワゴン e:HEV AIR（FF）　
ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール
（有料色：38,500円高） ディーラーオプション
（11.4インチ Honda CONNECTナビ 
LXM-237VFLi 292,600円［取付アタッチメント・
パネルキット・取付工賃別途］）装着車

Photo:ステップ ワゴン e:HEV AIR（FF）　
ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール
（有料色：38,500円高） ディーラーオプション
（11.4インチ Honda CONNECTナビ 
LXM-237VFLi 292,600円［取付アタッチメント・
パネルキット・取付工賃別途］）装着車

Photo:ステップ ワゴン 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（有料色：38,500円高）　
ディーラーオプション
（11.4インチ Honda CONNECTナビ
LXM-237VFLi）292,600円［取付アタッチメント・
パネルキット・取付工賃別途］）装着車

Photo:ステップ ワゴン 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（有料色：38,500円高）　
ディーラーオプション
（11.4インチ Honda CONNECTナビ
LXM-237VFLi）292,600円［取付アタッチメント・
パネルキット・取付工賃別途］）装着車

Photo:ステップ ワゴン e:HEV AIR（FF） ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール（有料色：38,500円高）　Photo:ステップ ワゴン e:HEV AIR（FF） ボディーカラーはフィヨルドミスト・パール（有料色：38,500円高）　

【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）は24回もお選びいただけます。

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。

詳しくは販売会社までお問い合わせください。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。

月々ムリなく、ゆとりと安心。

一部の車種やタイプ、カラーによっては登録（届出）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。
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

ステップ ワゴン

【お支払い回数】
  36/48/60回

ステップ ワゴン
残価設定型クレジット
キャンペーン実施中！

【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。

    【N-BOX／フリードご成約キャンペーンについて】●近畿地区のHonda Cars各店で、N-BOX、N-BOX Custom、23Mフリード（ハイブリッドを含む）、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）の新車をご成約かつ登録(届出)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。

※※

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。
■車両本体価格には、応急パンク修理キットが含まれます（一部の車種はスペアタイヤになる場合があります）。ジャッキ・工具については車種により適用が異なり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。■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ディーラーオプションの価格は含まれておりません。■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。
■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。


