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※価格はすべて消費税（8%）込みの価格です。掲載
価格には、保険料、税金（消費税除く）、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。

からお届けします。

［Honda SENSINGについて］■各機能の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。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。Honda SENSINGの機能は、車種・タイプにより異なる場合があります。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

プレミアムピンク・パール＆
ホワイト※2

プレミアムアイボリー・パール&
ブラウン※3

プレミアムイエロー・パールⅡ＆
ホワイト※3

プレミアムアガットブラウン
パール＆ホワイト※3

ルナシルバー・メタリック クリスタルブラック・パール プレミアム
ピンク・パール※1

プレミアム
アイボリー・パール※1

プレミアムアガット
ブラウン・パール※1

プレミアム
イエロー・パールⅡ※1

ブリリアントスポーティ
ブルー・メタリック

モーニングミスト
ブルー・メタリック

ブリティッシュ
グリーン・パール

プレミアム
ホワイト・パールⅡ※1

ルナシルバー
メタリック

シャイニンググレー
メタリック

クリスタルブラック
パール

プレミアムグラマラス
ブロンズ・パール※1

ブリリアントスポーティ
ブルー・メタリック

プレミアムベルベット
パープル・パール※1

プレミアムホワイト
パールⅡ※1

ミラノレッド＆ブラック※2 ブリリアントスポーティブルー
メタリック＆ブラック※2

プレミアムグラマラスブロンズ
パール＆シルバー※3

クリスタルブラック・パール＆
レッド※2

プレミアムホワイト・パールⅡ＆
ブラック※3

ひと目でN-BOXとわかる洗練されたデザイン。

登り坂も高速道路も力強く！！
気持ちよく走れる！

配色や素材にも徹底してこだわった、気持ちよく過ごせる空間。 紫外線（約99％）カットもリラックス空間の秘密。

全タイプでフルLEDヘッドライトを採用
グリルからヘッドライト
へと流れるラインの両端
に丸目のフルLEDヘッド
ライトを配置。

選べる多彩なボディカラー

メッキバーを中心に、9
灯式フルLEDヘッドラ
イトとの一体感あるデ
ザインでまとめられた
フロントグリル。

Photo：N-BOX G・EX Honda SENSING（FF）カットボディによる撮影。

前席はもちろん後席の窓ガラスも、お肌のシミやしわの原
因である紫外線を大幅にカット。さらに赤外線（IR）カット
により室内の不快な暑さを軽減。冷房効果も高めます。

ボディカラーはタイプによって選べない場合があります。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。※1 有料色：3.24万円高となります。 ※2 有料色：5.94万円高となります。 ※3 有料色：8.1万円高となります。

N-BOX ボディカラー N-BOX Custom ボディカラーN-BOX 2トーンカラー N-BOX Custom 2トーンカラー

決算ご成約プレゼントHonda Cars
千葉東

プレゼント
ペアランチ お食事券
エストーレホテル

※写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。※このキャン
ペーンにご当選の方は、他のプレゼントキャンペーンの対象外となる場
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。

新車をご成約されたお客様に 

ご利用の
お客様から

大好評!なぜ
売れている！？

軽
自
動
車

リラックスできるインテリア。

全タイプ 標準装備 ポイントは高い天井と低い床
荷物がラクに積める！

■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、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。

10種の先進機能が、さまざまなシーンで安心・快適な運転を支援！

Photo：N-BOX Custom G・L ターボ 
Honda SENSING（FF）ボディカラーはプレミアムホワイト・パールⅡ（有料色：3.24万円高）

N-BOX Custom G・L ターボ Honda SENSING
型式：DBA-JF3 0.66L＋ターボ CVT
（トルクコンバーター付）
［7スピードモード付］＋パドルシフト車/FF 189万円.54※※

＊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。Photo：N-BOX 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（有料色：3.24万円高）

車両本体価格（消費税8%込み）149万円.904※※
＊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。

＊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。

＊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。

＊上記価格には写真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。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

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

車両本体価格（消費税8%込み）159万円.624※※
N-BOX G・L Honda SENSING
型式：DBA-JF3 0.66L CVT
（トルクコンバーター付）車/FF

車両本体価格（消費税8%込み） 車両本体価格（消費税8%込み）

N-BOX Custom G・EX ターボ Honda SENSING
型式：DBA-JF3 0.66L＋ターボ CVT
（トルクコンバーター付）
［7スピードモード付］＋パドルシフト車/FF

Photo：N-BOX Custom G・EX ターボ Honda SENSING（FF）ボディカラーはプレミアムグラマラスブロンズ・パール（有料色：3.24万円高）

194万円.94※※
＊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。

Photo左：N-BOX G・EX Honda SENSING（FF）ボディカラーはプレミアムホワイト・パールⅡ（有料色：3.24万円高） ディーラーオプション（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）20.9366万円）装着車［取付工賃別途］Photo右：N-BOX Custom G・L ターボ Honda SENSING（FF）ボディカラーはプレミアムグラマラスブロンズ・パール（有料色：3.24万円高）

■衝突軽減ブレーキ〈CMBS〉は、約5km/h以上で走行中に自車との速度差が約5km/h以上ある前走車両や歩行者、または対向車両（二輪車や自転車等を除く）に対して衝突する可能性があるとシステムが判断した場合
に作動し、自動的に停止または減速することにより衝突回避や衝突被害の軽減を図ります。対向車両（二輪車や自転車等を除く）と歩行者に対しては、自車が約100km/h以下で走行中の場合に作動します。

後方誤発進抑制機能
不意の後退を防ぐために

衝突軽減ブレーキ〈CMBS〉

〈機能の一例〉

ぶつからないために
誤発進抑制機能
飛び出さないために

小柄な人にも、広い視界で
｢見晴らしのいい｣運転を。

画期的な57cmのスライド量
助手席スーパースライドシート。

大きな荷物も積める広々空間。

大きなクルマに埋もれず周囲を見わたせる
よう目線を高めに設定。左右の見晴らしを
さらにスッキリさせた視界は車両感覚もつ
かみやすく、運転にゆとりが生まれます。

助手席を後方へスライドすれば、
助手席に座ったままお子様の
お世話もラクに

人も一緒に乗り込める高い天井と低い床。
27インチ自転車もタイヤを載せて転がすよ
うに押すだけでラクに積めます。

後席はワンタッチ で倒れる！
片手で簡単アレンジ！
後席の背もたれを前に倒せば、後席スペースが
奥行きたっぷりな積載空間に早がわり。買い
物やレジャー、小旅行などにも大活躍します。

43kw［58PS］／7,300rpm

47kw［64PS］／6,000rpm

Photo2点：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（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）20.9366万円）装着車［取付工賃別途］メーター類は撮影のため点灯。

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　メーカーオプション（パワースライドドア〈リア右側〉5.4万円高）、ディーラーオプション（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）20.9366万円）装着車［ディーラーオプションは取付工賃別途］メーター類は撮影のため点灯。

日差しのまぶしさをやわらげ室内を
居心地よく。プライバシー保護にも
役立ちます。

日よけ･遮熱効果をさらに
高める。

N-BOX Customはブラックを基調としたインテリア。

ロールサンシェイド（リアドア）
タイプ別設定

Photo2点：N-BOX G・EX Honda SENSING（FF）ディーラーオプション（チャイルドシート Honda ISOFIX Neo7.56万円）装着車　写真は機能説明
のためのカットボディによる合成写真。小物類は撮影のために用意したものです。シートアレンジの各操作は、異物をはさんでいないか確認の上、無理な
力をかけず確実に行ってください。安全のため走行の際は荷物をしっかりと固定してください。　■数値はHonda測定値 ＊タイプ別設定

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　メーカーオプション（パワースライドドア〈リア右側〉5.4万円高）、ディーラーオ
プション（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）20.9366万円）装着車［ディーラーオプションは取付工賃別
途］自転車は撮影のために用意したものです。自転車のサイズ・形状によっては積めない場
合があります。シートアレンジの各操作は、異物をはさんでいないか確認の上、無理な力を
かけず確実に行ってください。安全のため走行の際は荷物をしっかりと固定してください。

＊シートの位置など条件がございます。
Photo：N-BOX G・EX Honda SENSING（FF）シートアレンジの各操作は、異物を
はさんでいないか確認の上、無理な力をかけず確実に行ってください。

N-BOXらしさを大事により高い質感を追求。

エ　ヌ ボ ッ ク ス

エッジを際立たせた、より強い存在感。
N-BOXらしさを大事にしつつ、より高い
質感をもたらすエクステリアデザインを追
求。軽自動車という枠にとらわれないクラ
スレスな個性を目指しました。

大胆かつ繊細な造形が生み出すソリッド
な塊感が、力強さだけではない、カスタム
の知的で上質な個性を表現。所有すること
に誇りをもてるデザインを追求しました。

先進
的

N-BOX

N-BOX

N-BOX

N-BOX

N-BOX Custom

N-BOX Custom

 

走り 便利 荷室

車内空間を自由自在に！

お子様のお世話も
ラクラク！

360°スーパーUV・
IRカット パッケージ
スーパーUVカットガラス
（フロントコーナー、フロントドア）など

すべての窓ガラスで紫外線約99％（ISO9050基準）と赤外線約70％～80％カット（波長域780～2,500mm）
を実現。Honda調べ。

荷室幅（床面） 910cm

荷室長（後席収納時）1,535cm

荷室高 1,150cm

i-VTEC
エンジン 

ターボエンジン  

Photo上：N-BOX Custom G・EX ターボ Honda SENSING（FF）ボディカラーはプレミ
アムグラマラスブロンズ・パール（有料色：3.24万円高）ディーラーオプション（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）20.9366万円）装着車［取付工賃別途］メーター類は撮影のため点灯。Photo
下：N-BOX Custom G・L ターボ Honda SENSING（FF）カットボディによる撮影。

イラストは機能説明のためのイメージです。

■誤発進抑制機能は、停車時や約10km/h以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面の近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で接近を知らせます。■後方誤発進抑制機能は、停車時
や約10km/h以下で後退しているとき、自車のほぼ真後ろの近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な後退を防止するとともに、音と表示で接近を知らせます。

その他の機能は
コチラから▶

 58PS
 最高出力

最高
出力 64PS

Photo：N-BOX Custom G・EX ターボ Honda SENSING（FF）ボディカラーはミラノレッド＆ブラック
（有料色：5.94万円高）ディーラーオプション（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）20.9366万円）装着車［取付工賃別途］

■一部のタイプでは
Honda SENSINGを
装着しない使用も
ご用意しております。

■数値はHonda測定値

Photo：N-ONE Standard・L（FF）ボディカラーはプレミアムイエローパールⅡ（有料色：2.16万円高）

※イメージ図

＊

メイン写真掲載車

背もたれを倒してから助手席を
前方にスライドすれば、雨の日
にも外へ出ることなく車内を自
由に移動できます。

毎日ストレスなく使えること。そのために、レースで鍛えた技術も投入し、クル
マの基本である走りをしっかり磨きました。特にこだわったのは日常でよく使う
50km/hまでの加速。

N-WGNキャンペーンについて●N-WGNを新車でご成約かつ届出いただいた方が対象となります。●プレゼントはご成約いただいた販売店でのみ有効です。●一部のタイプ、カラーによっ
ては対象外となる場合がございます。●プレゼント金額は用品代+工賃の合計分となります。●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）にご使用いただけます。●プレゼント金額を超える代金につきましては、ご成約者様のご負担とさせていただきます。また、総額が
プレゼント金額に満たない場合の返金、値引きはできません。●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。

N-WGN ご成約で

5万円分　
Honda純正用品 ご購入クーポン

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。
詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。 

　　　　対象地区
東京都・神奈川県・千葉県・
埼玉県のHonda Cars店

目指したのは、日本の
あたらしいベーシック。

Photo：N-WGN G（FF）ボディカラーはプレミアムホワイト・パールⅡ（有料色：3.24万円高）

Photo：N-BOX SLASH G・L インテリアカラー パッケージ（FF）
ボディカラーはプラチナホワイト・パール＆レッド（有料色：8.1万円高）

＊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。

154万円.98
車両本体価格（消費税8%込み）N-BOX SLASH G・L 

インテリアカラー パッケージ

型式：DBA-JF1 0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF

116万円.4 ※※
車両本体価格（消費税8%込み）

N-WGN G
型式：DBA-JH1 0.66L CVT
（トルクコンバーター付）車/FF

※※

133万円.056※※
車両本体価格（消費税8%込み）N-ONE Standard・L

型式：DBA-JG1 0.66L CVT（トルクコンバーター付）車/FF

自分らしく、
スタイルのある毎日を。

便利な装備が充実した
おすすめモデル。

Photo：N-WGN Custom G・ターボパッケージ（FF）
車両本体価格（消費税8％込み）151.5万円※
ボディカラーはクリスタルブラック・パール

（
消
費
税
込
み
）
プレゼント!


