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特別仕様車

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・1,657,800円
●登録費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91,400円
●頭金・下取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
●クレジット所要資金・・・・・・・・・1,449,200円
●分割払手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189,260円
●初回お支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円
●月々のお支払額（×58回）・・・・19,900円
●ボーナス月加算額（×10回）・・・・・・・・・・・・0円

終回お支払い額（×1回）
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・・・・・・・・・0円※2
B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円※2
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460,500円※4
お支払い総額
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・1,477,960円
  B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,477,960円
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,938,460円19,900円月

々

お支払いの一例（5年60回払い）
3.9%実質

年率
実質
年率

デュアルカメラ
ブレーキサポート搭載
《衝突被害軽減ブレーキ》

ステレオカメラ方式

Photo :ハスラー ワンダラー
全方位モニター用カメラパッケージ装着車
ボディーカラーはシフォンアイボリーメタリック
ウッディブラウン2トーンルーフ

2WD CVT660cc

■ハスラー ワンダラー

車両本体価格
〔HBSB-BSM2〕

全方位モニター用カメラパッケージ装着車

SPECIAL EQUIPMENT
特別装備（ベース車：J）

■エクステリア
・ウッディブラウン2トーンルーフ
・メッキフロントグリル（スモークメッキ）
・フロントバンパーガーニッシュ（ウッディブラウン塗装）
・リヤバンパーガーニッシュ（ウッディブラウン塗装）
・フェンダーアーチモール＆サイドスプラッシュガード
（材料着色：ブラウン）
・フロントバンパー、リヤバンパー（材料着色：ブラウン）
・HUSTLERアルファベットエンブレム（スモークメッ
キ：フロントグリル）
・ルーフレール
・カラードドアミラー（ウッディブラウン）
・サイドドアデカール
・HUSTLERエンブレム（文字色：白 バックドア）
・ワンダラーエンブレム（バックドア）
・15インチスチールホイール（ガンメタリック）

■インテリア
・インパネカラーパネル（ウッド調）
・レザー調＆ファブリックシート表皮（ブラック＆
イエローブラウン・オレンジステッチ）
・ドアトリムカラーパネル（ベージュ）
・エアコンガーニッシュ（ベージュ）
・エアコンルーバーリング、スピーカーリング、ステア
リングガーニッシュ（ガンメタリック）
・メッキインサイドドアハンドル
・本革巻ステアリングホイール（イエローブラウン・
オレンジステッチ）

セーフティ サポート装着車

アクティブ! & アクティ
ブ!

デュアルカメラブレーキサポート[衝突被害軽減ブレーキ]を標準装備

10.8万円
分

プレゼント

オプション

2トーンルーフ仕様

2WD CVT1200cc

■スイフト XRリミテッド 

車両本体価格
〔VBGE-SJ〕
▲アップグレードパッケージ装着車は142,560円高（消費税込）
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は54,000円高（消費税込）

Photo :スイフトXRリミテッド
ボディーカラーはクラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ

2WD CVT1200cc

■ソリオ HYBRID MX

車両本体価格
〔FBXB-J2〕

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,915,920円
●登録費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175,484円
●頭金・下取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
●クレジット所要資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,791,404円
●分割払手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158,041円
●初回お支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,645円
●月々のお支払額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,500円
●ボーナス月加算額（×10回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

終回お支払い額（×1回）
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・・・・・・・・・・0円※2
B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円※2
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354,800円※4
お支払い総額
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・1,894,645円
  B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,894,645円
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,249,445円

18,500円月
々お支払いの一例（5年60回払い）

2.9%実質
年率
実質
年率

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,550,880円
●登録費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146,614円
●頭金・下取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
●クレジット所要資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,497,494円
●分割払手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131,447円
●初回お支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,141円
●月々のお支払額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,200円
●ボーナス月加算額（×10回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

終回お支払い額（×1回）
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・・・・・・・・・・0円※2
B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円※2
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・287,200円※4
お支払い総額
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・1,541,741円
  B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,541,741円
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,828,941円

14,200円月
々お支払いの一例（5年60回払い）

2.9%実質
年率
実質
年率

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,789,560円
●登録費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139,104円
●頭金・下取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
●クレジット所要資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,628,664円
●分割払手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144,308円
●初回お支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,372円
●月々のお支払額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,900円
●ボーナス月加算額（×10回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

終回お支払い額（×1回）
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・・・・・・・・・・0円※2
B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円※2
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・331,400円※4
お支払い総額
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・1,741,572円
  B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,741,572円
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,072,972円

15,900円月
々お支払いの一例（5年60回払い）

2.9%実質
年率
実質
年率

デュアルカメラ
ブレーキサポート搭載
《衝突被害軽減ブレーキ》

ステレオカメラ方式

▲ディスチャージヘッドランプ装着車は64,800円高（消費税込）
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は51,840円高（消費税込）

デュアルカメラ
ブレーキサポート搭載
《衝突被害軽減ブレーキ》

ステレオカメラ方式

セーフティ サポートパッケージ装着車・2トーンルーフ仕様

2WD 6AT1000cc

■クロスビー HYBRID MX

車両本体価格
〔CBXK-J〕
▲LEDパッケージ装着車は75,600円高（消費税込）、スズキ セーフティ サポートパッケージ装着車に装着の場合は71,280円高（消費税込）
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は56,160円高（消費税込）

Photo :ソリオHYBRID MX
ボディーカラーはスピーディーブルーメタリック

デュアルセンサー
ブレーキサポート搭載
《衝突被害軽減ブレーキ》

がコラボ！！

2WD CVT1200cc

■ソリオバンディット HYBRID MV

車両本体価格
〔FSVB-J2〕
▲後席右側ワンアクションパワースライドドア装着車は46,440円高（消費税込）
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は51,840円高（消費税込）

Photo :ソリオバンディットHYBRID MV
ボディーカラーはスーパーブラックパール

デュアルセンサー
ブレーキサポート搭載
《衝突被害軽減ブレーキ》

Photo :クロスビーHYBRID MX　ボディーカラーはラッシュイエロー
メタリック ブラック2トーンルーフ

※衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブ
レーキサポート」および「全方位モニター」搭載
車が、国土交通省と独立行政法人 自動車事故対
策機構(NASVA）が主催する2016年度JNCAP
予防安全性能アセスメントにおいて、最高ランク
の評価「ASV++」を獲得。
＊ASV=Advanced Safety Vehicle

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944,000円
●登録費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142,504円
●頭金・下取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
●クレジット所要資金・・・・・・・・・・・1,861,504円
●分割払手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163,611円
●初回お支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,515円
●月々のお支払額（×58回）・・・・・・・19,700円
●ボーナス月加算額（×10回）・・・・・・・50,000円

終回お支払い額（×1回）
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・・・・・・・・・・0円※2
B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円※2
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360,000円※4
お支払い総額
A車両を返却してスズキの新車に乗り換える場合・・・・1,965,115円
  B車両を返却する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,965,115円
Cそのまま乗り続ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,325,115円19,700円月

々

お支払いの一例（5年60回払い）
2.9%実質

年率
実質
年率

10.8万円
分

プレゼント

オプション

10.8万円
分

プレゼント

オプション

10.8万円
分

プレゼント

オプション

3.24万円
分

プレゼント

オプション

●2017年以降の登録・届出車両については愛車無料点検の対象外とさせていただきます。詳しくはスタッフにお問い合わせください。　●愛車
無料点検の対象車両は、スズキ車に限定させていただきます。　●サービス工場の混み具合によって、お待ちいただく場合がございます。　●キャ
ンペーンの実施期間は店舗によって異なります。詳しくは各店舗スタッフにお問い合わせください。

スズキではお車をより快適に
お使いいただくために、スズ
キ車を対象に　　　　　の
「愛車無料点検」を実施して
います。是非この機会をご利
用ください。

15項目

ご予約お待ちしております！

●「かえるプラン」はスズキ㈱の登録商標です。●本クレジットの月々のお支払額は最低3,000円から設定できます。●契約月により、ボーナス加算回数が変動する場合があります。●本クレジットは個人のお客様のみ利用できます。法人のお客様は利用できません。●お申し込みいただいても審査の結果お受けできない場合があります。●スズキ残価設定クレジット「かえるプラン」は最終回のお支払額が大きいため、万一、事故が起きた場合等、お客様のご負担が重くなります。一般車両保険付きの任意保険への加入をおすすめします。●対象車種は予告なく変更する場合があります。 ●本クレジットは予告なく終了または条件を変更する場合があります。

ハスラーワンダラーを

試乗 お見積り

200名様に
でor

BABY-G
「ワンダラーシリーズ」を

抽
選
で

プレゼント！

乗り換えサポート（下取り車がある場合）
ボディーコートサポート

◎対象車種：新型ジムニーシ
エラを除く小型車

◎対象車種：新型ジムニー、ワ
ンプライス車を除く軽自動車

※コートの対象は車種により
異なります。詳しくは当店スタ

ッフまでおたずねくださいま
せ。3万円分3万円分2万円分2万円分スズキ純正

オプション

ご成約で
ソリオ クロスビー イグニス スイフト 1.5万円 お得！1.5万円 お得！15.3最

大
万円分

お得！

今月ご成約なら

15.3最
大

万円分

お得！

今月ご成約なら

●スイフト（スイフトスポーツ
を除く）・ソリオ・イグニス・ク

ロスビーの新車ご成約で純正
オプション10.8万円（税込）以

上ご注文の場合、10.8万円（
税込）を値引きいたします。

●2018年9月1日～11月30
日までにご成約いただき、20

18年12月中に登録が完了し
た新車が対象となります。 ●オ

プション総額が10.8万円（税
込）に満たない場合はご注文

額が上限で返金等はありませ
ん。 ●ご成約済みの車両には

適用できません。 

●営業日は店舗によって異な
ります。 ●一部の店舗では実

施していない場合があります
。 ●メーカーオプションは対象

外です。 ●詳しくはスタッフに
おたずねください。

プラス

プラス

（税込） 10.8万円分

プレゼント！10.8万円分

プレゼント！
（税込）

◎軽自動車対象車種：ワゴン
R・ハスラー・スペーシア・アルト・

ラパン・エブリィワゴン

さあ、スズキのお店へLet's Go! 
小型車
ご成約で

軽自動車
ご成約で

（税込）
（税込） （

税
込
）

合計金額 75,000円のところ
■ネックスコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・60,000円

■フロントウインドウコーティング
・・・・・・・・・・・・・15,000円

60,000円（税込）

（軽 なら3.24 ）（税込）自
動
車 万円分


