
★1 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、
登録などに伴う諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。車両本体
価格はHonda Cars 延岡北の一例です。販売価格は販売会社が独自
に決めております。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 
■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。■表示装備以外に店頭付属品を
セットされる場合は別途費用がかかります。■車両本体価格にはメーカーオプション、ディーラーオプションの価
格は含まれておりません。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10%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。■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。■写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。■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。■詳しくは各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。

この週末は、お近くの

宮崎県 Honda Cars へ！
宮崎県 ホンダカーズ ケータイ、スマホで簡単アクセス！詳しくはWebサイトをご覧ください。 ※機種により読み取れない

　場合がございます。

宮崎県 Honda Carsでは、感染防止対策を講じてご来店をお待ちいたしております。

マスクの
着用

手・指の
消毒

定期的な
換気

試乗車・
展示車の
除菌

椅子・
テーブルの
消毒
※イラストはイメージです。

＊1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ＊2 WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で
構成した国際的な走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。

NEW 登場 生活と時間の豊かさを見つめた、ずっと愛せる一台を。
ぜひ店頭でご体感ください。

※2020年10月現在。
　Honda調べ。

それは、時間を豊かにするクルマ。
軽自動車初※のデイタイムランニングランプを搭載。
「きほんのかたち」は変えずにこの時代のN-ONEらしさを。

前席はセパレートシートを採用。
しっかり身体を支えるかたちにすることで集中できる空間を追求。

先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」を
全タイプ標準装備。毎日のドライブに安心を。

駐車が不安な時も荷物を置き忘れた時も安心。
クルマを降りる時までしっかりサポートしてくれる。

燃料消費率（国土交通省審査値）＊1

数値はN-ONE Original（FF）

23.0 km/L
市街地モード＊2 郊外モード＊2 高速道路モード＊2

19.5 km/L 24.3 km/L 24.0 km/L

＊2

28.8 km/L

フルLEDのヘッドライトはくっきり丸目で愛らしい表情に。

メーターの端まで使ったインパネで視覚的な広さを演出。 空間もイチから見直し、助手席は足が組めるほどゆったりとしています。

Photo：N-ONE Original（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（3点）：N-ONE Original（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）

  

停車中にブレーキペダルから足を離しても、停車状態を
保ちます。駐車券を取る時なども安心です。

オートブレーキホールド機能

STOP HOLD GO

■シートベルトを着用し、エンジンを始動してからスイッチを押すと、機能がオンになります。

駐車時や出庫時などに、自車の後ろの障害物を検知し、
ドライバーへ音と表示で注意を促します。

パーキングセンサーシステム

■パーキングセンサーシステムは、車両や
周囲の状況によりシステムが正しく作動
しない場合があります。システム使用時も
直接目視で周辺の安全確認を行いなが
ら運転してください。

後席ドアの開閉履歴をもとに、荷物の置き忘れや乗員の
存在をメーター表示と音でお知らせします。

リアシートリマインダー
スイッチを引くだけで作動。アクセルを踏めば自動的に解除
されます。力も手間もいらず、かんたんに操作が可能です。

電子制御パーキングブレーキ

■電子制御パーキングブレーキは
作動・解除時に後輪付近からモー
ター音が聞こえますが異常ではあ
りません。また、アクセルペダルに
よる自動解除は、運転席のシート
ベルトが着用されている時のみ作動
します。

パーキングセンサーシステム作動イメージ

■後席の同乗者や荷物をセンサーで検
出するのではなく、後席ドアの開閉の記
録から後席に同乗者や荷物がある可能
性をお知らせします。 ■使用状況によっ
ては作動しない場合があります。車両か
ら離れる際は、ご自身で後席をご確認く
ださい。 ■後席ドアを開閉してから10分
以内にエンジンを始動しなかった場合、
リアシートリマインダーは作動しません。
■イラストは機能説明のためのイメージ
図です。

Point 1

Point 1

運転席と助手席の間に生まれた、自然と荷物を置けるスペース。充電機能をはじめとしたユーティリティーも充実しています。
メーター類は大きく視認性に優れ、運転の楽しさを演出します。

Point 2

前席はセパレートシートを採用。 しっかりと身体を支えるかたちにすることで、ドライバーが運転に集中できる空間を追求しました。
しっかり支えながら、身体を預ける部分はやわらかく。 見た目の質感にもこだわって、ステッチ加工を施しています。

Point 3

四角いダブルリングが特徴的なフルLEDリアコンビネーションランプ。
Point 2

台形フォルムを進化させたふんばりスタンスが、前進する勢いと走りの安定感をもたらします。
Point 3

衝突軽減ブレーキ（CMBS）
ぶつからないために

BRAKE

■誤発進抑制機能※

■歩行者事故低減ステアリング
■先行車発進お知らせ機能
■標識認識機能
■路外逸脱抑制機能
■渋滞追従機能付※アダプティブ
　クルーズコントロール（ACC）
■車線維持支援システム（LKAS）
■後方誤発進抑制機能※

■オートハイビーム

■イラストは機能説明のためのイメージ図です。

※CVT車のみの設定となります。　

Photo（左）：N-ONE Original（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） ディーラーオプション（N-BOX/N-WGN/N-ONE専用 ８インチ プレミアム インターナビ VXU-217NBi＜取付アタッチメント、デジタル
TV用フィルムアンテナ（12セグ＋ワンセグ放送用 4ch）、ナビゲーションロック含む＞225,893円）装着車［取付工賃別途］  Photo（右）：N-ONE Original（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）

★

Original
飾り立てない「本質」を。

車両本体価格の一例 （消費税 10％込み） 車両本体価格の一例 （消費税 10％込み）

N-ONE Original

FF  1,599,400 円 4WD    1,732,500 円
型式：6BA-JG3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/FF
＊上記価格には写真の有料色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。

型式：6BA-JG4 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/4WD

メイン写真掲載車

Photo：N-ONE Original（FF）
ボディーカラーはフレームレッド

★

★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-ONE RS〈6MT〉には誤発進抑制機能、渋滞追従機能、後方誤発進抑制機能は装備されません。

作動イメージ図

軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

残クレ

1.9
対象車
%
実質
年率

詳しくは裏面を
ご覧ください。

★1 ★1



★

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。

軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

★2 N-VAN、N-BOX、N-WGN、FREED ［ナビ購入クーポンプレゼント］について ■対象車種（メーカーオプションのHonda インターナビ装着車は対象外となります。）を新車でご成約かつ届出（ご登録）いただいた方が対象となります。 ■クーポンは対象車種とHonda純正ナビを同時にご購入いただく際にご利用いただけます。 ■プレゼント金額を超える代金については、お客様のご負担とさせていただきます。また、プレゼント金額に満たない場合の返金・値引はありません。 ■当プレゼントキャンペーン権利の他人への譲渡や換金はできません。 ■他のキャンペーンと併用できない場合があります。 ■ご成約いただいた販売店でのみ有効です。　★3 ヴェゼル、ステップ ワゴン［ナビプレゼントキャンペーン］について ■対象車種を新車でご成約かつご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Honda インターナビ装着車は対
象外となります。） ■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。 ■取付工賃、取付アタッチメント等が別途必要となります。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10％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。　※各キャンペーンについて、詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

この週末はお近くの 宮崎県 Honda Cars ヘ

宮崎県のHonda中古車検索サイト

詳しくはコチラから

簡単アクセスはコチラから！ ※機種により読み取れない場合がございます。

ホンダユーカーギャラリー 宮崎
Honda LocalミヤザキとホンダをツナグOf f i c ia l  B log

★1 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、登録などに伴う諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。車両本体価格はHonda Cars 延岡北の一例です。販売価格は販売会社が独自に決めております。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 
■車両本体価格には、応急パンク修理キット（またはスペアタイヤ）・標準工具・ジャッキが含まれます。■表示装備以外に店頭付属品をセットされる場合は別途費用がかかります。■車両本体価格にはメーカーオプション、ディーラーオプションの価格は含まれておりません。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10%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。■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。■写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。■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。■詳しくは各販売会社までお問い合わせください。

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,288,000
型式：6AA-GR6 1.5L 電気式無段変速機/FF

フィット e:HEV CROSSTAR 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 1,486,100円

★1

フィット BASIC
（Honda SENSINGレス仕様車）［ガソリン車］
型式：6BA-GR1 1.3L CVT（トルクコンバーター付）/FF

フィットはこの価格からご用意しております。

5人
乗り

コンパクト
e:HEV

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,589,500

型式：HBD-JJ1 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF
■下記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

N-VAN +STYLE FUN
Honda SENSING 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,291,400円
★1

N-VAN G・Honda SENSING

※ナビ購入クーポンプレゼントは対象外となります。

型式：HBD-JJ1 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF 
■同価格で6速MTの設定もあります。

N-VANはこの価格からご用意しております。

2（4）人
乗り

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,642,300

型式：6BA-JF3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/FF
■下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 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,339,800円★1

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

N-BOXはこの価格からご用意しております。

4人
乗り

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,617,000

型式：6BA-JH3 0.66L CVT（トルクコンバーター付）/FF
■下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-WGN Custom L
Honda SENSING 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例（消費税10％込み）

1,298,000円★1

N-WGN G・Honda SENSING
型式：6BA-JH3 0.66L 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

N-WGNはこの価格からご用意しております。

4人
乗り

01 心地よい視界であること 02 座り心地がよいこと 03 乗り心地がよいこと 04 使い心地がよいこと

Photo① Photo② Photo③ Photo④

Photo①：フィット e:HEV NESS（FF） 車両本体価格の一例（消費税10%込み）2,227,500円★1 ■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。インテリアカラーはブラック×ライムグリーン　ディーラーオプション（フィット専用 9インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi〈取付アタッチメント、ナビゲーションロック含む〉205,543円）
装着車［取付工賃別途］　Photo②：フィット e:HEV HOME（FF） 車両本体価格の一例（消費税10%込み）2,068,000円★1  インテリアカラーはソフトグレー　Photo③：フィット e:HEV CROSSTAR（FF）インテリアカラーはブラック×グレー　Photo④：フィット e:HEV HOME（FF） 車両本体価格の一例（消費税10%込み）2,068,000円★1 ■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。インテリアカラーはソフトグレー メーカーオプション（Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ［リアワイドカメラ など］49,500円高）、ディーラーオプション（フィット専用 9インチ プレミアム インターナビ VXU-205FTi（取付アタッチメント、ナビ
ゲーションロック含む）205,543円［取付工賃別途］、Hondaジュニアシート（学童用）40,700円）装着車「Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ」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。 小物類は撮影のために用意したものです。

人気車種にうれしいキャンペーン実施中！

メーカー希望小売価格（消費税10％込み）
（取付工賃、取付アタッチメント費等別途）

［ プレゼント対象ナビ ］
エントリー インターナビ VXM-205Ci

107,800円相当

［対象車種］ステップ ワゴン/ステップ ワゴン SPADA（e:HEV含む）
※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。
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。
〈宮崎県 Honda Cars キャンペーン〉

STEP WGNSTEP WGN
ご成約かつご登録でプレゼント ★3

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 3,122,900

型式：6BA-RP3 1.5L VTEC TURBO 
CVT（トルクコンバーター付）＋パドルシフト/FF 
■右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・Cool Spirit Honda SENSING 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,714,800円★1

ステップ ワゴン G・Honda SENSING［ガソリン車］
型式：6BA-RP1 1.5L VTEC TURBO
CVT（トルクコンバーター付）/FF

ステップ ワゴンはこの価格から
ご用意しております。

7人
乗り

ミニバン

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,760,186

型式：6AA-RU3 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＋
パドルシフト/FF

ヴェゼル HYBRID Z・Honda SENSING 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,113,426円★1

ヴェゼル G・Honda SENSING［ガソリン車］
型式：6BA-RU1 1.5L i-VTEC 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

ヴェゼルはこの価格から
ご用意しております。

5人
乗り

SUV
ハイブリッド

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 2,781,900

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
■右記価格には写真の有料色の価格は
含まれておりません。

フリード HYBRID CROSSTAR･Honda SENSING 【写真掲載車】

★1

円

車両本体価格の一例
（消費税10％込み） 1,997,600円

★1
フリード B・Honda SENSING ［ガソリン車］
型式：6BA-GB5 1.5L i-VTEC 
CVT（トルクコンバーター付）/FF

フリードはこの価格から
ご用意しております。

6人
乗り

ミニバン
ハイブリッド

J.D. パワー
（コンパクトセグメント）

※J.D.  パワー 2020年日本自動車初期品質調査
新車購入後2～9か月経過したユーザー4,372名からの回答による。

https:// jdpower-japan.com

初期品質評価

（消費税10％込み）

★2

Honda
純正

FREEDFREED
ご成約かつご登録でプレゼント

ナビ購入クーポン

N-BOXシリーズはおかげさまで

〈九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン〉

［対象車種］フリード/フリード ハイブリッド/
　　　　　フリード＋/フリード＋ ハイブリッド
※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。
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。

Photo：ステップ ワゴン SPADA
Cool Spirit Honda SENSING（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：ヴェゼル HYBRID Z・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

カラードボディーロアーガーニッシュは、ボディーと色の見え方が多少異なります。

Photo：フリード HYBRID
CROSSTAR･Honda SENSING（FF）

ボディーカラーはプレミアムクリスタルオレンジ・メタリックⅡ（有料色：55,000円高）

詳しくは各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。

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（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。

フィット / フリード 残価設定型クレジット

実施中
キャンペーン2.5%実質年率

N-ONE / オデッセイ 残価設定型クレジット

実施中
キャンペーン1.9%実質年率

【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

フィット / 
フィット e:HEV

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)

お支払い回数は36/48/60回

【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） 50万円以上

N-ONE

100万円以上

オデッセイ / オデッセイ e:HEV

お支払い回数は36/48/60回

Photo：N-WGN Custom L・Honda SENSING（FF）
ボディーカラーはシャイニンググレー・メタリック

ディーラーオプション（N-BOX/N-WGN/N-ONE専用 ８インチ
プレミアム インターナビ VXU-217NBi＜取付アタッチメント、

ナビゲーションロック含む＞218,743円）装着車［取付工賃別途］

残クレ

2.5
対象車

%
実質
年率

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/N-WGN/N-ONE専用 ８インチ プレミアム インターナビ VXU-217NBi
＜取付アタッチメント、ナビゲーションロック含む＞218,743円）装着車［取付工賃別途］

Photo：N-VAN +STYLE FUN・Honda SENSING（FF/CVT）
ボディーカラーはプレミアムイエロー・パールⅡ（有料色：33,000円高）

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

これからのコンパクトカーに4つの“心地よさ”を。

VEZELVEZEL

メーカー希望小売価格（消費税10％込み）
（取付工賃、取付アタッチメント費等別途）

8インチ
［ プレゼント対象ナビ ］
8インチ プレミアム インターナビ VXM-207VFEi

209,000円相当

Honda純正

［対象車種］ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド
※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。
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。
〈九州・沖縄地区 Honda Cars キャンペーン〉

※対象のナビは、品番およびデザインが変更になる場合がございます。

※対象のナビは、品番およびデザインが変更になる場合がございます。

ご成約かつご登録でプレゼント ★3

●画面はハメコミ合成です。

●画面はハメコミ合成です。

（消費税10％込み）

★2

ナビ購入
クーポン

ご成約かつ届出でプレゼントNシリーズ（N-VAN・N-BOX・N-W
GN）

対象車種 ： N-VAN（+STYL
E FUNのみ）、

　　　　　 N-BOX、N-BOX
 Custom、N-WGN、N-WGN

 Custom

※一部のタイプ、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。 

　このキャンペーンは予告な
く終了する場合があります。

 あらかじめご了承ください。

N-WGN：〈九州・沖縄地区 
Honda Cars キャンペーン

〉

N-VAN ／ N-BOX：〈宮崎県
 Honda Cars キャンペー

ン〉

Honda
純正

※N-BOXシリーズ（N-BOX、N-BOX＋、N-BOX SLASH）2020年4月～9月の
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）

N-BOXシリーズ 2020年度 上半期

※N-ONEは対象外になります
。

残クレ

2.5
対象車
%
実質
年率


	【表面】宮崎県1120B3チラシ_201113最終
	【裏面】宮崎県1120B3チラシ_201113最終

