
【上記お支払い例について】 ●上記お支払い例は2020年6月の一例です。 ●上記お支払い例は、初回お支払い月を2020年8月、初回ボーナス月を2021年1月（以下ボーナス月は7月・1月）で計算した一例です。 
★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。

※価格はすべて消費税（10％）込みの価格です。車両本体価格には消費税以外の税金、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。
■車両本体のみでもご購入いただけます。 ■写真は出力のため、実際の色とは異なります。 ■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

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。

最終回のお支払い方法

車両を返却してお支払い※1❶新車に乗り換える

車両を返却してお支払い❸車両を返却して終了

プラン

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
（お引落とし口座から自動振替）

（再クレジット）

❷そのまま乗り続ける
※2

お支払いイメージ

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）

車両価格

※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。

￥1,536,793

￥320,000
￥1,748,000
￥12,593
￥9,900
￥70,000

￥0
￥620,400
￥1,536,793
￥2,157,193

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（×9回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最終回お支払い額★

①新車に乗りかえ ③車両を返却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②乗り続ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お支払い総額 
①③の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　  ②の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お支払い総額
（①③の場合）

%1.5 の場合
フィット e:HEV HOME（FF）
車両本体価格：2,068,000円※（消費税10％込み）の場合
■お支払い例〈60回（5年）払い〉 ■一般色で算出

実質年率3.5%の場合

￥1,657,123

フィット e:HEV HOME（FF）
車両本体価格：2,068,000円※（消費税10％込み）の場合
■お支払い例〈60回（5年）払い〉 ■一般色で算出

￥320,000
￥1,748,000
￥16,923
￥11,900
￥70,000

￥0
￥620,400
￥1,657,123
￥2,277,523

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（×9回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最終回お支払い額★

①新車に乗りかえ ③車両を返却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②乗り続ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お支払い総額 
①③の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　  ②の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実質年率

お支払い総額
（①③の場合）

月々の
お支払いがラク！

ライフプランの
変化にも対応！

買取保証が
あるから安心！

￥120,330の差額！全国統一金利 実質年率3.5%と
特別金利 実質年率1.5%では、

お乗り換えで！

Photo：フィット e:HEV HOME（FF）
ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール（有料色：55,000円高）

フィット e:HEV HOME
型式：6AA-GR3 1.5L 電気式無段変速機/FF

＊上記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込み）

2,068,000 円※

NEW フィットにお乗り換えで！

1.5%実質年率キャンペーン実施中

フィットにお乗りのお客様限定！
   NEW フィットにお乗り換えで　

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。
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。

詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

対象車種（新車のみ）

所要資金（割賦元金）

クレジット条件

20Mフィット／ 20Mフィット e:HEV

50万円以上

お支払い回数36/48/60回

【対象条件】  20Mフィットの新車をご成約かつフィットの下取り車があるお客様が対象となります。
　　　　　  （フィット シャトル ・ フィット アリアの下取り車は対象外）
【対象期間】  2020年8月31日（月）までのクレジット契約手続き完了分

残クレのメリット

フィットにお乗りのお客様限定！
※20Mフィットの新車をご成約かつフィットの下取り車があるお客様が対象となります。（フィット シャトル ・ フィット アリアの下取り車は対象外）
詳しい条件などにつきましては、営業スタッフまでお問合せください。

期間限定 2020年8月31日(月)までのクレジット契約手続き完了分

1.5%実質年率
キャンペーン実施中

NEW FIT

※別途定める条件があります。

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。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。

 お支払い総額



￥61,336の差額！全国統一金利 実質年率3.5%と
特別金利 実質年率1.5%では、

【上記お支払い例について】 ●上記お支払い例は2020年6月の一例です。 ★2回目のお支払い時に、①新車に乗り換え、②乗り続ける（2回目のお支払い額を一括または分割でお支払い）、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。

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。

車両を返却してお支払い※1

※1

❶新車に乗り換える

車両を返却してお支払い❸車両を返却して終了

最終回のお支払い方法プラン

2回目のお支払い分を一括でお支払い

2回目のお支払い分を分割でお支払い
❷そのまま乗り続ける

※2

お支払いは「購入時」
と「3年後」の2回

買取保証+免責で
ダブルの安心！

3年後は3つの
プランから選べる！

￥1,117,690お支払い総額
（①③の場合）

￥2,068,000

￥1,117,690

￥0

￥996,400

￥1,117,690

￥2,114,090

所要資金（割賦元金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初回のお支払い額（購入時）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2回目のお支払い額★（3年後）

①新車に乗りかえ ③車両を返却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②乗り続ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お支払い総額 ①③の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　 ②の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

%1.5 の場合
フィット e:HEV HOME（FF）
車両本体価格：2,068,000円※（消費税10％込み）の場合
■お支払い例〈60回（5年）払い〉 ■一般色で算出

実質年率

￥1,179,026

￥2,068,000

￥1,179,026

￥0

￥996,400

￥1,179,026

￥2,175,426

所要資金（割賦元金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初回のお支払い額（購入時）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2回目のお支払い額★（3年後）

①新車に乗りかえ ③車両を返却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②乗り続ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お支払い総額 ①③の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　 ②の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お支払い総額
（①③の場合）

3.5 の場合
フィット e:HEV HOME（FF）
車両本体価格：2,068,000円※（消費税10％込み）の場合
■お支払い例〈60回（5年）払い〉 ■一般色で算出

実質年率

%

※価格はすべて消費税（10％）込みの価格です。車両本体価格には消費税以外の税金、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。
■車両本体のみでもご購入いただけます。 ■写真は出力のため、実際の色とは異なります。 ■詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

お支払いイメージ

※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、2回目
のお支払い金額は変動します）※２：分割払いのご契約に際しては、別途条件がございます。分割払いの金利（分割払い手数料）は、分割払いお申し込み時
の金利が適用されます。

1.5%実質年率
フィットにお乗りのお客様限定！
   NEW フィットにお乗り換えで　

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。
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。

詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

対象車種（新車のみ）

所要資金（割賦元金）

クレジット条件

20Mフィット／ 20Mフィット e:HEV

50万円以上

お支払い回数 2回

【対象条件】  20Mフィットの新車をご成約かつフィットの下取り車があるお客様が対象となります。
　　　　　  （フィット シャトル ・ フィット アリアの下取り車は対象外）
【対象期間】  2020年8月31日（月）までのクレジット契約手続き完了分

車両価格

1回目の
お支払い

（車両総額－買取保証額）
＋手数料

2回目の
お支払い
（買取保証額）

Photo：フィット e:HEV HOME（FF）
ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール（有料色：55,000円高）

フィット e:HEV HOME
型式：6AA-GR3 1.5L 電気式無段変速機/FF

＊上記価格には写真の有料色の価格は含まれておりません。

車両本体価格（消費税込み）

2,068,000 円※
期間限定 2020年8月31日(月)までのクレジット契約手続き完了分

バリ保のメリット

キャンペーン
実施中

お乗り換えで！
NEW フィットにお乗り換えで！
フィットにお乗りのお客様限定！

※20Mフィットの新車をご成約かつフィットの下取り車があるお客様が対象となります。（フィット シャトル ・ フィット アリアの下取り車は対象外）
詳しい条件などにつきましては、営業スタッフまでお問合せください。

1.5%実質年率
キャンペーン実施中

NEW FIT

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。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。

 お支払い総額


	FIT_営業サポートツール_残クレ
	FIT_営業サポートツール_バリ保

