
スズキの日
必ず当たる！！

空くじなし！

Photo：スイフト XRリミテッド
《カラー》クラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ

Photo： スペーシア　ギア
《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
Photo： スペーシア　ギア

《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
Photo： ソリオ バンディット HYBRID MV

《カラー》プレミアムシルバーメタリック

スペーシアカスタム
HYBRID XS
スペーシアカスタム
HYBRID XS

▲ブラック2トーンルーフ仕様車は43,200円高（消費税込み）
▲ブレイブカーキパール ブラック２トーンルーフ・ピュアホワイトパール ブラック２トーンルーフ仕様車は64,800円高（消費税込）
●ピュアホワイトパール・ムーンライトバイオレットパールメタリック・スチールシルバーメタリック・ブレイブカーキパール塗装車は21,600円高（消費税込） 

シートベルトを忘れずに、
スピードは控えめに安全運転。
●軽四輪車にも保管場所が必要です。

車両本体価格はいずれもタイヤパンク応急処理セット（またはタイヤパンク応急処理セットのかわりにスペアタイヤを装着）・
ジャッキ付きで、保険料、税金（消費税は除く）、登録等に伴う費用および付属品価格は含みません。

★記載の車両本体価格は消費税率8%に基づいています。 表示価格の他に
リサイクル料金が
別途必要となります。

エコカー減税について
「減税」とは、新車ご購入時における「環境対応車普及促進税制」および「グリーン税制」による減税措置です。自動車取得税の減税は、平成31年3月31日新車登録・届出まで。自動車重量税の減税は、平成31年4月30日
新車登録・届出まで。自動車税・軽自動車税については、平成29、30年度自動車税制・軽自動車税制（グリーン税制）による控除。新車ご購入の翌年度の自動車税・軽自動車税について減税措置が受けられます（平成31年
3月31日までの新車登録・届出を対象）。新車登録・届出時期、グレード、メーカーオプションや販売会社装着アクセサリー（別売）等の装着により減税額・減税率が異なる場合や対象外となる場合があります。詳しくは販
売会社にお問い合わせください。

エコカー減税の内容について、
詳しくは販売会社までお問い合わせください。

Photo：ワゴンR HYBRID FX
《カラー》ブリスクブルーメタリック（ブラック内装）

ワゴンR  ワンプライス車埼玉県
限定

2019年
3/31まで

保険料・税金（除く消費税）・
届出諸費用・リサイクル料金は
別途必要です。

記載の価格は消費税を含んだ価格です。

特別なワゴンR登場！
スペーシアカスタム HYBRID XS
全方位モニター用カメラパッケージ装着車

軽660cc2WD CVT

3/9土

▲ 11月
スズキの日限定

◯自動ブレーキ
　（対歩行者）
◯ペダル踏み間違い時
　加速抑制装置
◯車線逸脱警報
◯先進ライト

◯自動ブレーキ
　（対車両）
◯ペダル踏み間違い時
　加速抑制装置

◯低速自動ブレーキ
　（対車両）
◯ペダル踏み間違い時
　加速抑制装置

◯自動ブレーキ
　搭載車

スズキでは「セーフティ・サポートカー」に対応したクルマを多く取り揃えております。
「セーフティー・サポートカー」（省略：サポカー）

経済産業省や国土交通省などが普及を推進する、自動ブレーキなどの先進安全
技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（「安全運転サポート車」）
の愛称で、搭載する機能により「サポカー」、「サポカーＳ」と区分けされます。
詳しくは、こちらをご覧くださいhttp://www.suzuki.co.jp/car/support_car/

後退時ブレーキ
サポート搭載

後退時ブレーキ
サポート搭載

後退時ブレーキ
サポート搭載

特別装備品
●フロアマット 19,440円（税込）

●ワイドバイザー 17,280円（税込）

●ナンバープレートリム 3,672円（税込）

●スタンダード8インチナビセット 143,640円（税込）

●オーディオ交換ガーニッシュ 4,320円（税込）

●USB交換ケーブル 2,160円（税込）

●ナビゲーションロックボルトセット 3,240円（税込）

●後席モニターセット 50,004円（税込）

●後席モニター用アタッチメント 30,240円（税込）

●ドライブレコーダー 25,920円（税込）

●ETC2.0車載器 32,400円（税込）

●ETC2.0ナビゲーション接続ケーブル 6,480円（税込）

●セットアップ 3,618円（税込）

●SGコート 30,780円（税込）

特別装備品小計 373,194円（税込）

工賃小計 40,014円（税込）

車両本体価格  1,774,440円（税込）

合計 2,187,648円（税込）Photo： スペーシアカスタム HYBRID XS
《カラー》ブルーイッシュブラックパール3

207,648円
お得！！

特別装備品
●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）

特別装備品小計 55,728円（税込）

車両本体価格  1,177,200円（税込）

合計 1,232,928円（税込）

133,928円
お得！！

198万円198万円
特別
価格

▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は58,320円高（消費税込）
▲CDプレーヤー装着車は10,800円高（消費税込）

▲デュアルセンサーブレーキサポート搭載車は101,120円（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）

ワゴンR
HYBRID FX
ワゴンR
HYBRID FX

軽660cc2WD CVT

（一例）

万円109.9109.9特別
価格

オプションプレゼント
対象外

オプションプレゼント
対象外

かえるプラン対象外

かえるプラン対象外

ソリオ バンディット HYBRID MVソリオ バンディット HYBRID MV

▲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）
●ピュアホワイトパール・ミッドナイトバイオレットメタリック・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）
●ファーベントレッド・スピーディーブルーメタリック・ラッシュイエローメタリック・クラレットレッドメタリックのブラック2トーンルーフ仕様車は43,200円高（消費税込）
●プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車は64,800円高（消費税込）

小型1200cc2WD CVT 1,965,600円車両本体価格
FSVB-J2 ZNC

スイフト XRリミテッドスイフト XRリミテッド

▲アップグレードパッケージ装着車は142,560円高（消費税込み）
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は54,000円高（消費税込み）
●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（消費税込み）
●クラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車は43,200円高(消費税込み)
●プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車は64,800円高(消費税込み)

小型1200cc2WD CVT 1,550,880円車両本体価格
VBGE-SJ D1R

スペーシア ギア HYBRID XZ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は84,240円高（消費税込み）
●ピュアホワイトパール・スチールシルバーメタリック塗装車は21,600円高（消費税込み）
●ガンメタリック2トーンルーフ塗装車は43,200円高（消費税込み）

軽 660cc2WD CVT 1,657,800円車両本体価格
ZSZB-J DW2

特別仕様車

3/９土１０日１１月県下一斉 合同展示会開催

3日間
限り!
3日間
限り!

2名様

※写真はイメージです。ご来場プレゼント！当日限定

1
当日限定

1

ご試乗・査定・お見積り
いずれか実施で
おひとつプレゼント！

当日限定

2
当日限定

2

ダイキン
空気清浄機

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※ご来場、ひと組様につき一点の
  プレゼントとなります。
※数に限りがございますので予め
　ご了承ください。

森永
ホットケーキ
ミックス

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

3等3等
彩のかがやき

（10kg） 

1等1等
10名様

moz
スタッキングマグ
2個セット

※ご来場、ひと組様につき一点のプレゼントとなります。
※数に限りがございますので予めご了承ください。
※色は選べません。

デロンギ
マルチグリル
エブリデイ 

2等2等
20名様

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

特別装
備品

プレゼントプレゼントプレゼント
1010万円分
オプションオプションオプション

（税込）

プレゼントプレゼントプレゼント
1010万円分
オプションオプションオプション

（税込）

プレゼントプレゼントプレゼント
33万円分
オプションオプションオプション

（税込）

今なら
オプションが
付いてお得！！

10万円分
プレゼント

オプション
小型車
なら

対象車╱スイフト（スイフトスポーツを除く）
　　　　ソリオ・クロスビー・イグニス

（
税
込
）5万円分

プレゼント

オプション

対象車╱エスクード・Sクロス・
　　　　バレーノ・ランディ

（
税
込
）

軽自動車
なら3万円分

プレゼント

オプション

対象車╱ジムニーを除く軽乗用車

（
税
込
）


