
Honda Cars 岩国へ、ご来店ください。

女性にやさしいクルマ屋さんを目指します！！
クルマに詳しくない女性や、はじめてクルマを買う人にもやさしい
まったく新しいコンセプトのお店です。
女性に人気の軽自動車やスモールカーをメインとしたラインアップや、
ほっこりインテリアや、きめ細やかなサービスも特徴です。
お気に入りのカフェのように気軽でゆったりくつろぎながら、
あなたにぴったりのクルマを探してみませんか？？

 開催! !

岩国 ホンダカーズ岩国 検索

営業時間／AM9：30～PM7：30　定休日／毎週水曜日
HP:http://www.hondacars-iwakuni.com

〒740-0032 山口県岩国市尾津町2-15-30

☎0827-31-3131岩 国 店

Honda Cars 岩国

岩国店
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地域に密着したアットホームなお店です。

Honda Cars 岩国

バレンタイン&決算
フェア

土
10

日
112 12

月・祝

期間中、ご来店いただいたお客様に

期間中、ご来店で、

人気のスウィーツを

お楽しみください。

チョコスウィーツでおもてなし

お気軽に
お越しください!

■写真はイメージです。実物とは異
なる場合があります。 

■数に限りがございます。品切れの
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。

お名前

お電話番号

おところ

当社がここでいただいたお客様の個人情報は、当社において取り扱う商品・サービスなど、あるいは各種イベント・キ
ャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法によるご案内の目的において使用させていただ
く場合があります。※尚、別途通知の上、上記の利用目的を変更させていただく場合があります。当社は、お客様の個
人情報を漏えい、改ざん、紛失などの危険防止に努めます。

洗車はお任せください！

下記にご記入の上、切り取ってご持参ください。

愛車メンテナンス

（消費税込み）500円
通常価格 

2,000円（消費税込み）のところ

例えばフィットの場合ワックス洗車

ワンコイン 3日間
限定!!

2/10sat 11sun 12

m
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人気のVEZELが
2月15日、さらに進化   してDEBUT.

アプリが Check!!

お客様のカーライフがより快適になる
アプリができました。
お得なクーポンや新車情報がどんどん集ま
るのはもちろんのこと万が一の時にも役立
つアプリです。

まずはアプリをダウンロード！
下記のアプリストアからお使いのスマートフォンへダウンロー
ドしてください。

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc,の商標です。 ※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

ホンダカーズ岩国 検 索

OFFICIAL APPLICATION

誕生しました!!

※2014年度、2015年度、2016年度国内車名別新車販売台数（自販連調べ）
SUV：自販連区分 ジープ型の四輪駆動車でワゴンとバン・トラックを含む（2WDを含む）の国産車



Photo：N-BOX Custom G・L
Honda SENSING（FF）

ボディカラーはプレミアムホワイト・パールⅡ

選ばれているN-BOXを体感してください！

作動イメージ

ディーラーオプション

手を使わずにドアを開閉
ハンズフリースライドドア
Photo：N-BOX G・EX Honda SENSING（FF） ボディ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（ハンズフリースライドドア〈取付アタッチメント、スイッチキッ
ト含む：29,160円［取付工賃別途］〉、
N-BOX専用 8インチ プレミアム インターナビ〈VXU-185NBi：取付アタッチメ
ント、ナビゲーションロック含む 209,366円
［取付工賃別途］〉）装着車

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

車両本体価格
（消費税8%込み） 円1,731,240

※

●最終回
 お支払い額★1

●お支払い総額
　

①新車に乗り換え
②乗り続ける
③車両を返却
①③の場合
②の場合

0円
625,170円

0円
1,270,714円
1,895,884円

500,000円
1,231,240円
12,514円
7,900円
30,000円

●頭金
●所要資金（割賦元金）
●初回お支払い月額
●2回目以降お支払い月額(×58回）
●ボーナス月加算額(×10回)

N-BOX Custom G・L Honda SENSING（FF）  実質年率3.5% 60回（5年）払いの場合

試算例は一般色の価格で算出しています。残クレご利用で

実質
年率 円7,900月々

対象の位置や速度の測定に強いミリ波レーダーと、対象の形や大きさの識別に強い
単眼カメラなどを融合した高精度な検知機能で、安心・快適な運転を支援します。

1.単眼カメラ 2.ミリ波レーダー 3.ソナーセンサー

先進の安全運転支援システム

「ホンダセンシング」 ※全タイプ標準装備

1.

2.
3. 3.

Hondaは、『Safety for Everyone』の安全思想のもと『事故に遭わない社会』の実現を目
指し、リアルワールドでの実態に基づく開発を行っています。『事故に遭わない社会』の達
成に向けてHondaは早期から独自研究を進めるとともに、実用化に努めてきました。
2002年には、カメラを用いた「LKAS〈車線維持支援システム〉」を、2003年には世界で
初めてミリ波レーダーを用いた「追突軽減ブレーキ〈CMBS〉」を実用化。そして、蓄積してき
たこれらの技術をさらに進化、高機能化させた先進の安全運転支援システムが「Honda 
SENSING」です。
Photo：N-BOX G・EX Honda SENSING（FF）
ボディカラーはモーニングミストブルー・メタリック

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。詳しくは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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

Honda車をご成約で

☆●Honda Cars 東京中央で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。●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。●価格はメーカー希望小売価格（消費税8%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。

あなたのカーライフに安心をプラス Honda Cars 岩国 限定

合
計2万円

相
当

.46

☆プレゼント！

Honda純正
ドライブレコーダー

ナンバープレート
ロックボルト

あなたの好きも、きっとある。

残クレ対象車
実質
年率

円11,600月
々

●最終回
 お支払い額★1

●お支払い総額
　

①新車に乗り換え
②乗り続ける
③車両を返却
①③の場合
②の場合

0円
1,037,303円

0円
2,137,002円
3,174,305円

1,000,000円
2,027,800円
14,202円
11,600円
50,000円

●頭金
●所要資金（割賦元金）
●初回お支払い月額
●2回目以降お支払い月額(×58回）
●ボーナス月加算額(×10回)

17M ステップ ワゴン SPADA・Cool Spirit 
Honda SENSING（FF）
実質年率1.9% 60回（5年）払いの場合

残クレ対象車
実質
年率

円7,300月
々

●最終回
 お支払い額★1

●お支払い総額
　

①新車に乗り換え
②乗り続ける
③車両を返却
①③の場合
②の場合

0円
521,110円

0円
1,382,453円
1,903,563円

500,000円
1,315,480円

9,053円
7,300円
50,000円

●頭金
●所要資金（割賦元金）
●初回お支払い月額
●2回目以降お支払い月額(×58回）
●ボーナス月加算額(×10回)

フィット HYBRID・F（FF） 
実質年率1.9% 60回（5年）払いの場合 残クレ対象車

実質
年率

円10,500月
々

●最終回
 お支払い額★1

●お支払い総額
　

①新車に乗り換え
②乗り続ける
③車両を返却
①③の場合
②の場合

0円
651,140円

0円
1,673,265円
2,324,405円

600,000円
1,531,000円
14,265円
10,500円
50,000円

●頭金
●所要資金（割賦元金）
●初回お支払い月額
●2回目以降お支払い月額(×58回）
●ボーナス月加算額(×10回)

ヴェゼル X・Honda SENSINGレス車（FF）
メーカーオプション装着車  
実質年率3.5% 60回（5年）払いの場合

Honda車に2つのあんしん

決算フェア開催中!!特典満載の即納車
期間中、掲載のヴェゼル、シャトル、フィットを当社でご成約いただいた方に

ナビナビ
Honda 純正Honda 純正

●画面はハメコミ合成です。

エントリー インターナビ VXM-184Ci

当店通常販売価格 105,840円
（消費税8%込み）（取付工賃、取付アタッチメント等別途）

プレゼント！
●他のキャンペーンとの併用はできません。

1台
全店限定

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（リアワイドカメラ など）
　+ETC車載器＊
　

＊別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要です。

Photo：ヴェゼル X・Honda 
SENSINGレス車（FF）
メーカーオプション装着車 
ボディカラーはホワイトオーキッド・パール

T/C:3V24AP3

2台

全店限定

Photo:フィット HYBRID・F（FF） 
ボディカラーは
クリスタルブラック・パール

T/C:4ED4AZ

2台

全店限定

Photo:17M ステップ ワゴン 
SPADA・Cool Spirit 
Honda SENSING（FF）
ボディカラーは
ホワイトオーキッド・パール

T/C:2CD4AP4

147,970円分お得！！
下記の特典で 最大

プレゼント！対象車 ＊1
ナビHonda

純  正
プレゼント！対象車 ＊4 プレゼント！対象車 ＊5 プレゼント！対象車 ＊6

即決応援クーポン スイーツ10,000円最大

まかせチャオ 5Tコース

32,130円 相当

円1,815,480 ※
車両本体価格

（消費税8%込み）

フィット HYBRID・F 
型式：DAA-GP5 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344,530円分お得！！

下記の特典で 最大

プレゼント！対象車 ＊4 プレゼント！対象車 ＊5 プレゼント！対象車 ＊6

即決応援クーポン スイーツ10,000円最大

まかせチャオ 5Tコース

32,130円 相当

円3,027,800 ※
車両本体価格

（消費税8%込み）
150,910円分お得！！
下記の特典で 最大

プレゼント！対象車 ＊1
ナビHonda

純  正
プレゼント！対象車 ＊4 プレゼント！対象車 ＊5 プレゼント！対象車 ＊6

即決応援クーポン スイーツ10,000円最大

まかせチャオ 5Tコース

35,070円 相当

円2,131,000 ※
車両本体価格

（消費税8%込み）

ヴェゼル X・Honda SENSINGレス車 
メーカーオプション装着車
型式：DBA-RU1 1.5L i-VTEC 
FF/CVT（トルクコンバーター付）車

期間中、掲載のステップワゴン（T/C:2CD4AP4）を当社でご成約いただいた方に

●画面はハメコミ合成です。

デカナビデカナビデカナビHonda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正
9インチ プレミアムインターナビ 
VXM-185VFNi 当店通常価格 216,000 円

（消費税8%込み）（取付工賃、取付アタッチメント等別途）

●画面はハメコミ合成です。＋
当店通常価格 86,400 円

（消費税8%込み）（取付工賃、取付アタッチメント等別途）

リア席モニターリア席モニターリア席モニターリア席モニターリア席モニターリア席モニターリア席モニターリア席モニター
Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正Honda純正

●他のキャンペーンとの併用はできません。

17M ステップ ワゴン SPADA
Cool Spirit Honda SENSING
型式：DBA-RP3 1.5L VTEC TURBO 
FF/CVT（トルクコンバーター付）
+パドルシフト車

プレゼント！対象車 ＊1
ナビ リア席

モニター＋
Honda純正

高年式車多数ご用意 ※万一、売約済みの
際はご容赦ください。

ホンダオートテラス岩国が
あんしんが基本性能ホッと保証

オートテラスの中古車には
全国統一の「ホッと保証」がついております。

走行距離無制限
1年間の無料保証

全車ホッと保証つき

●記載されている中古車は2018年2月5日現在のものです。●現車は店頭にて十分ご確認の上、ご検討ください。販売価格には整備費用が含まれています（納車時、定期点検整備渡し）。販売価格（消費税を含む）は店頭渡現金価格です。価格には保険料・税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれておりません。●万一売約済みの際はご容赦ください。走行距離は目安の為、若干異なる場合がございますので、
詳しくは営業スタッフまでお問い合わせ下さい。●装備表示例「リ済別」について：リサイクル料金は預託済みですが、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。●「フル装」について：エアコン、パワーステアリング、パワーウインドウが付いています。ETC車載器を使用するには別途、決済用のETCカードが必要となります。※登録済未使用車とは「初度登録又は初度届出された車両であって使用
又は運行に供されていない車両」です。

自信をもってオススメする厳選中古車！
国道188号線 至岩国市内

山陽本線

県道118号線 ゴルフ
パートナー

イエローハット
Honda Cars岩国 オート

ギャラリー

オートテラス
岩国

岩国店

南岩国駅

のご案内マップオートテラス岩国

オートテラス岩国 山口県岩国市尾津町１－７－７ TEL.0827-34-3333
オートギャラリー　山口県岩国市尾津町２－１５－４０ TEL.0827-31-3355

&オートギャラリー

［平成26年］ N-WGN G Aパッケージ 5ドア1

（消費税8％込み）
83.0

万円

販売価格

●660cc
●走行距離：51,000km
●車検：H31年1月
●ブラウン
●リ済別
●修復歴有り

【主な装備】
CVT、パワーウィンドウ、エアコン、キーレスエントリー、
スマートキー、ETC、ABS、横滑り防止装置、盗難防止装置、
ベンチシート、エアバッグ、ディスチャージドランプ、
アイドリングストップ、衝突被害軽減ブレーキ
車台番号末尾475

［平成27年］ バモスホビオ G 5ドア4

（消費税8％込み）
108.0

万円

販売価格

●660cc
●走行距離：25,000km
●車検：H30年9月
●プレミアムミスティック
　　ナイトパール
●リ済別
●修復歴無し

【主な装備】
3AT、フル装備、キーレスエントリー、
ABS、エアバッグ、CD

車台番号末尾395

［平成27年］ N-WGN カスタムG ターボSSクールパッケージ 5ドア2

（消費税8％込み）
133.0

万円

販売価格

●660cc
●走行距離：9,000km
●車検：H30年11月
●ブラック
●リ済別
●修復歴無し

【主な装備】
CVT、フル装、キーレスエントリー、スマートキー、アルミホイール、
ABS、横滑り防止装置、盗難防止装置、ベンチシート、
バックカメラ、エアバッグ、メモリーナビ、フルセグTV、DVD、
ディスチャージドランプ、クルーズコントロール、アイドリングストップ
車台番号末尾776

［平成26年］ ヴェゼル 1.5 ハイブリッド Z 5ドア3

（消費税8％込み）
222.0

万円

販売価格

●1500cc
●走行距離：14,000km
●車検：H31年10月
●シルバー
●リ済別
●修復歴無し

【主な装備】
7MT、フル装備、シートヒーター、キーレスエントリー、スマートキー、
アルミホイール、ABS、横滑り防止装置、盗難防止装置、バックカメラ、
エアバッグ、メモリーナビ、ワンセグTV、LED、クルーズコントロール、
アイドリングストップ、衝突被害軽減ブレーキ
車台番号末尾941

［平成21年］ ライフ パステル HIDスペシャル 5ドア5

（消費税8％込み）
55.0

万円

販売価格

●660cc
●走行距離：24,000km
●車検：H30年7月
●ホワイトパール
●リ済別
●修復歴無し

【主な装備】
4AT、フル装、キーレスエントリー、スマートキー、
ABS、盗難防止装置、ベンチシート、バックカメラ、
エアバッグ、メモリーナビ、ワンセグTV、CD、
ディスチャージドランプ
車台番号末尾627

【Honda SENSINGについて】 ■各機能の能力（認識能力・制御能力）には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。車両をご使用になる前に必ず取扱説明書を
お読みください。各システムは、いずれも道路状況、天候状況によっては、作動しない場合や十分に性能を発揮できない場合があります。

※ 価格はすべて消費税（8％）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、リサイクル料金は含まれておりません。
■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。■詳しくは当店までお問い合わせください。

軽四輪自動車は地域により、車庫の届出（自動車保管場所届出書）が必要です。
詳しくは当店までお問い合わせください。

〔残価設定型クレジットについて〕 ・上記お支払い例は2018年2月の一例です。 ・上記お支払い例は、初回お支払い月を2018年4月、初回ボーナス月を2018年8月（以下ボーナス月は1月・8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。  

フィット、オデッセイ、ステップ ワゴン
残クレ低金利 実施中 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。

【 対 象 車 種 】 Honda四輪新車（一部除く）
【クレジット条件】・クレジット：お支払い回数 3回以上
・残価設定型クレジット：お支払い回数 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）

※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。

詳しくは当店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。

残クレ

クレジット
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）

新車に乗り換える

車両を返却して終了

そのまま乗り続ける

プラン

※2

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）

残クレ60回払いの
お支払いイメージ

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。

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。 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）

※フィット福祉車両（助手席回転シート車）は対象外です
※オデッセイ福祉車両（サイドリフトアップシート車・助手席リフトアップシート車）は対象外です
※ステップ ワゴン福祉車両（車いす仕様車・サイドリフトアップシート車・助手席リフトアップシート車）は対象外です

【クレジット条件】残価設定型クレジット

対象車種（中古車は除く）

所要資金（割賦元金）

ステップ ワゴン/ステップ ワゴン SPADA /ステップ ワゴン SPADA HYBRID/
ステップ ワゴン Modulo X （17Mと18Mが対象です）/

18M ODYSSEY（ハイブリッド車含む）
17.5M フィット

（ハイブリッド車含む）

100万円以上50万円以上

※N-BOXシリーズ（N-BOX、N-BOX＋、N-BOX SLASH）2015、2016、2017年国内軽自動車新規届出台数（全軽自協調べ）

＊1 【Honda純正ナビプレゼント！！ キャンペーンについて】●掲載車を新車でご成約かつご登録・届出いただいた方が対象となります。(メーカーオプションのナビを装着の場合は対象外となります。)●プレゼントの対象はステップ ワゴンの場合 9インチ プレミアム インターナビ VXM-185VFNi+リア席モニター、ヴェゼル・シャトル・フィットの場合エントリーインターナビ VXM-184Ciとなります。●プレゼント(ナビ本体)は、ご成約された車を対象として取り付けま
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。●プレゼントを現金または他の商品と交換することはできません。●他のキャンペーンと併用が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合せください。
＊2 【Honda純正 用品クーポンプレゼント！！ キャンペーンについて】●掲載車を新車でご成約かつご登録・届出いただいた方が対象となります。●プレゼントを現金または他の商品と交換することはできません。●他のキャンペーンと併用が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合せください。
＊3 【下取り応援のりかえクーポンプレゼント！！ キャンペーンについて】●現在お乗りのおクルマを当社にて下取りの上、掲載の新車をご成約いただいた方が対象となります。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ございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
＊4 【まかせチャオ 5Tコースプレゼント！！ キャンペーンについて】●残クレでご契約いただいた方が対象となります。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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
＊5 【即決応援クーポンプレゼント！！ キャンペーンについて】●ご商談当日にご成約いただいた方が対象となります。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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
＊6 【スイーツプレゼント！！ キャンペーンについて】●期間中に新車をご成約かつ、3月25日までに登録（届出）いただいた方が対象となります。●プレゼント内容は予告な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。●他のキャンペーンと併用できない場合がございます。●一部のお店では実施してい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。
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