
1.9％
金
利

がとってもお得な

ワンプライス車！

●「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。

号外

ワゴンR

スズキ自販西埼玉新聞 2019年
（平成31年）3月16日

※1 2017年2月現在、スズキ調べ。
Photo:HYBRID FX
ボディーカラーはリフレクティブオレ
ンジメタリック（ベージュ内装）

軽初※1

濡れた傘も、
サッとしまえる。

アンブレラホルダー

ロゴ部分
アップ

フロアマット（ジュータン）〈ノーブル〉
14,202円（本体価格13,500円＋参考取付費702円）

ドアバイザー
10,746円（本体価格8,640円＋参考取付費2,106円）

ロゴ部分アップ

※写真はイメージです。

SGコート
（ボディーコート）30,780円

高級感のある輝きと
撥水性を実現

特別装備品

特別な
ワゴンR

2WD CVT660cc

Photo:ワゴンR HYBRID FX

ボディーカラーはフィズブルーパールメタリック

ベージュ内装

［WFXB-A］
車両本体価格・・・・1,177,200円（税込）
特別装備品小計・・・・・・55,728円（税込）
 ●フロアマット・・・・・・・14,202円（税込）
 ●ドアバイザー・・・・・・・10,746円（税込）
 ●SGコート・・・・・・・・・・30,780円（税込）

合計 ・・・1,232,928円（税込）のところ

133,928円（税込）お得！！
■ワゴンR HYBRID FX

109.9
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は64,800円高（消費税込）　▲CDプレーヤー装着車は10,800
円高（消費税込） ●ピュアホワイトパール塗装車は21,600円高（消費税込）　●セーフティーパッケージ装着車
は96,120円高（消費税込）

※2.16万円オプション
　プレゼント対象外

マイルドハイブリッド・アイドリングストップシステム搭載で
低燃費のHYBRID FX。

全方位モニター用カメラパッケージ装着車

2WD CVT660cc

■スペーシア ギア HYBRID XZ

車両本体価格
〔ZSZB-JK〕

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》

●車両本体価格 1,742,040円
●登録費用 106,110円
●頭金・下取り 300,000円
●クレジット所要資金 1,548,150円
●分割払手数料 97,266円
●初回お支払 11,916円
●月々のお支払額（×58回） 11,200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 483,900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 1,461,516円
 B車両を返却する場合 1,461,516円
Cそのまま乗り続ける場合 1,945,416円11,200円月

々

お支払いの一例（5年60回払い）
1.91.9実質

年率
実質
年率 %%

Photo：新型スペーシア ギア HYBRID XZ　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： アクティブイエロー ガンメタリック2トーンルーフ

いよ
いよ

チャンスは3月末ま
で！

新生活スタート！ 通勤、通学におすすめ！

終
了
間
近
！！

4月以降エコカー減税率が変わります！ この機会にスズキのクルマをご検討ください！！4月以降エコカー減税率が変わります！ この機会にスズキのクルマをご検討ください！！

後方誤発進
抑制機能

●車両本体価格 1,757,160円
●登録費用 144,914円
●頭金・下取り 300,000円
●クレジット所要資金 1,602,074円
●分割払手数料 92,448円
●初回お支払 12,322円
●月々のお支払額（×58回） 9,600円
●ボーナス月加算額（×10回） 80,000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 325,400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 1,669,122円
 B車両を返却する場合 1,669,122円
Cそのまま乗り続ける場合 1,994,522円9,600円月

々

お支払いの一例（5年60回払い）
1.91.9実質

年率
実質
年率 %%

全方位モニター用カメラパッケージ装着車

2WD CVT1200cc

■スイフト RS

車両本体価格
〔VBRE-JM〕

●バーニングレッドパールメタリック、ピュアホワイトパール、プレミアムシルバーメタ
リック塗装車は21,600円高（消費税込）

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》

●車両本体価格 2,100,600円
●登録費用 170,384円
●頭金・下取り 300,000円
●クレジット所要資金 1,970,984円
●分割払手数料 113,206円
●初回お支払 17,990円
●月々のお支払額（×58回） 13,400円
●ボーナス月加算額（×10回） 90,000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 389,000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 1,995,190円
 B車両を返却する場合 1,995,190円
Cそのまま乗り続ける場合 2,384,190円13,400円月

々

お支払いの一例（5年60回払い）
1.91.9実質

年率
実質
年率 %%

オプション

プレゼン

ト2.162.16万円分

オプション

プレゼン

ト5.45.4
万円分

オプション

プレゼン

ト5.45.4
万円分

全方位モニター用カメラパッケージ装着車

2WD 6AT TURBO1000cc

■クロスビー HYBRID MZ

車両本体価格
〔CBZK-JM〕

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》後方誤発進

抑制機能

Photo :XBEE HYBRID MZ
全方位モニター用カメラパッケージ装着車
ボディーカラーはキャラバンアイボリーパールメタリック ブラック2トーンルーフ

限
定

埼玉県

《3月末まで》

Photo :スイフト RS
全方位モニター用カメラパッケージ装着車
ボディーカラーはスピーディーブルーメタリック

●エコカー減税基準が見直される予定で、現行のエコカー減税制度の適用を受けるには、自動車取得税については3月末、自動車重量税については4月末までの登録が条件です。（3月16日現在の情報であり、今後の国会での審議状況によっては変更となる場合があります）　●車種やグレード、オプション、色などにより、登録・届出までに時間を要する場合があります。　●詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。

ご成約で
軽自動車
スズキの新車（対象車種） 純正オプションプレゼント

(税込)21,600円(税込)
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
※ワンプライス車を除く

対象
車種

乗り換えサポート
(税込)20,000円(税込)

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
※ワンプライス車を除く

対象
車種

下取車が
ある場合

ご成約で
小型車
スズキの新車（対象車種）

最大56,600円お得！今
な
ら 最大99,000円お得！今

な
らボディーコートサポート

(税込)60,000円(税込)下取車が
ある場合

■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

合計金額 75,000円のところ
15,000円
お得！

※価格は車種により異なります。詳しくはスタッフまで

ボディーコートサポート

(税込)65,000円(税込)下取車が
ある場合

■ネックスコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65,000円
■フロントウインドウコーティング・・・・・・・・・・・・・15,000円

合計金額 80,000円のところ
15,000円
お得！

※価格は車種により異なります。詳しくはスタッフまで

純正オプションプレゼント
(税込)54,000円(税込)

クロスビー・スイフト（スイフトスポーツを除く）
ソリオ・イグニス

対象
車種

乗り換えサポート
(税込)30,000円(税込)

クロスビー・スイフト（スイフトスポーツを除く）
ソリオ・イグニス

対象
車種

下取車が
ある場合


