
今回立ち寄ったのは…県立おだわら諏訪の原公園

■渋滞追従機能付アダプティブ・
　クルーズ・コントロール〈ACC〉

適切な車間距離を保つためにNEW

渋滞追従機能の
おかげで疲れないし
焦らず心に余裕が
持てます！

適切な車間距離を保つためにあらかじめ設定した車速内でクルマが自動的に加減速。
先行車との間隔を維持しながら追従走行し、ドライバーの運転負荷を軽減します。

低床で荷物が積みやすい
広い間口の後部ハッチ

同クラスでは群を抜いて室内が広いフィット

気が利く収納
室内のあちこちに気の利
いた使いやすい工夫が
いっぱいありますよ。

秘密は特許技術センタータン
クレイアウト！ 通常は後部に
あるガソリンタンクを床下に
移動。空いたスペースに後席
を納めることができるのです。

つながる便利「Honda CONNECT」
Honda車専用車載通信モジュール「Honda 
CONNECT」をHonda車で初搭載。お客様のカー
ライフをより安心、快適にします。

フィットと言えばシートアレンジ！

NEW

菜の花や桜など、花と自然にあふれる県立
おだわら諏訪の原公園は、小田原市の北西
部に位置する県立都市公園です。
丹沢の山並みを背景に足柄平野が一望
できる「展望広場」、県立都市公園最長
169mの「ローラーすべり台」、開放感あふ
れる芝生の「多目的広場」などがあり、子ど
もたちは目をキラキラさせながら大は
しゃぎ。特にローラーすべり台が気に入っ
たようで、何回もチャレンジしていました。

全長169mの
ローラーすべり台に挑

戦！

最新の「Honda SENSING」の実力は？！

多彩なシートアレンジは
もはやお家芸！
簡単操作で後席を倒す。厚みのある
シートが床下へ潜り、大きくフラット
な荷室に。他のコンパクトカーでは
マネできないフィットの専売特許で
す。荷物や目的に合わせてアレンジ
できるシートには本当に感心します。

荷室の開口幅が一番広い部分の高
さが、ちょうど腰の高さぐらい。積み
降ろしが楽でクーラーボックスのよ
うな大きな荷物もひょいと載せられ
そうです。ベビーカーもこのとおり！

※ご紹介の施設は、開園日や開園時間などが変更になっている可能性がございます。お出かけ前に公式サイトなどの最新情報をご確認ください。

Check!

Check!

ここには
何を入れよう
かな？

遊び疲れた帰り道、家族の命を預かるパパの強い味方です。
渋滞時には本当に助かります。行楽地からの帰り道に渋滞は
つきもの。できるだけ負担は軽く、ラクしたいですね。

緊急時のサポートはもちろんですが、特におすすめなの
が、スマホアプリでの遠隔操作。エンジンを始動、エアコ
ン設定ができること…。夏、炎天下の駐車場。逃げ込む涼
しい車内。手放せない機能になりそうですね。

エンジン
始動！ エアコン

ON！

タイプ別設定

タイプ別設定

■所在地 〒250-0055小田原市久野3821-1
■電　話 0465-34-0404
〈パークセンター（午前8時30分～午後5時30分）※年末年
始を除く〉
■交通 小田原厚木道路「小田原東IC」より約15分
■入園料 無料
■駐車場 無料（午前8時30分～午後6時）
■開園時間 終日開放 ※施設の利用時間は、
施設のご案内をご確認ください。
■休園日 年中無休
※公園管理のため上記以外に閉園する場合が
あります。

　　　　　　 Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力（認識能力・制御能力）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。車両をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。各システムは、いずれも道路状況、天候状況、車両状態等によっては、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。

※

※

　春の陽気に誘われて、家族みんなで
ちょっと遠くへ日帰りドライブ。クルマは
納車間もない『新型フィット』。乗り心地
と使い勝手を確認しながらレポートし
ます。
　運転はパパが担当、ママは助手席です。
後席は末っ子のチャイルドシートと子ども
2人。荷室は着替えの入ったバッグと遊び

道具、さらにB型ベビーカーを載せても
余裕です。
　さあ出発！ 家の近所は狭い道ですが、
フィットなら小回りバツグンで問題なし。
前のピラーが細く、見通しの悪い角でも
左右の安全確認がしやすく安心できます。
ほどなく東名・横浜町田インターに到着。
高速道路の合流はどうでしょうか。家族

5人と荷物で少し重い状態ですが新型の
ハイブリッドは2モーター。アクセルを踏
み込むと、ビュ～ンと加速し余裕で合流。
パパは驚きと満足で思わずニヤリ。
なのに車内はチビちゃんの寝息が聞こえ
るほど静か。高速を降りて、坂道をグン
グン登って到着した先は…目的地の公園
です！

乗ったらナットク！ 座ってわかる心地よい空間。

うちの新型フィットのすべてをご紹介します！うちの新型フィットのすべてをご紹介します！

坂道もグングン
登るので
ストレスが
ありません！

力強い走りで
高速道路の

合流も余裕です！

我が家の
近所の狭い道も
小回りが利くので
スイスイ！

Check!

疲れにくいシートには秘密があります！
人の骨格を研究して作られた、
包み込むやわらかさ。上部は肩
口をスッキリさせ後席に振り返
りやすく。座ってすぐにわかる
心地よさが、長時間のドライブ
でも感じられます。 霧が丘店 営業 園田 康平

助手席に乗った時から視界の広さを感じ
ていましたが、実際にステアリングを握っ
て走り出すと更に実感。これなら狭い道
も交差点も安全確認がしやすいですね。
ハイブリッドは初体験ですが、静かなのに
パワフルなのが気に入りました。

視界の広さにママ感動！視界の広さにママ感動！

乗る前の印象は、狭そう、パワーも無い、
燃費が良いだけのコンパクトカー…と
感じていましたが逆でした。特にシート
の座り心地は長距離の運転で良さが
わかりました。買って良かった（笑）

心地よいフィット感心地よいフィット感
3つ並んだエアコン調整ボタンは、
とても使い勝手が良いんです。ダイ
ヤル式で設定温度、強弱などの微調
整がとってもラクです！

操作しやすいダイヤル式操作しやすいダイヤル式

NEW FIT家族
でレポート
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進化したフィットのスタンダードタイプ！

Photo：FIT e:HEV HOME（FF） ボディーカラーはエアーライトブルー・メタリック
メーカーオプション（Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用スペシャルパッケージ 49,500円）装着車
ディーラーオプション（9インチプレミアムインターナビVXU-205FTi 198,000円高等）装着車

上記価格には写真のディーラーオプションの価格は含まれておりません。

フィット e:HEV HOME

2,117,500円
●型式：6AA-GR3 ●1.5L i-VTEC ●電気式無段変速機 ●FF

★
車両本体価格

（消費税10％込み）

新型フィットはライフスタイルに合わせて選べる5タイプ

ぜひNEWフィットを「見て」「触って」「乗って」体感してみてください！
お求めやすい価格が魅力！ おしゃれで健康的なフィット！

週末の遊びに大活躍！ 高級感漂う大人のフィット！

今回
体験した
モデルは
こちら！

NEWフィットの
動画はこちらから
当社スタッフの私が
おすすめポイントを
動画でわかりやすくご紹介！

残価設定型クレジット  お支払い例  実質年率3.5% 60回（5年）払い
フィット e:HEV HOME（FF）の場合

最終回お支払い額

お支払い総額

①新車に乗り換え・・・・・・
②乗り続ける・・
③車両を返却・・・・・・・・・
①③の場合・・
②の場合・・・・

0円
635,250円

0円
1,700,028円
2,335,278円

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（×10回）・・・・・・・

■残クレの詳細についてはP7をご覧ください。

300,000円
1,817,500円
18,428円
15,200円
50,000円

円15,200残クレ
月々

■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及び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。 ■掲載内容にあきらかな不備があった場合、やむなく販売をお断りする場合がありますのでご了承ください。 ※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

★価格はすべて消費税（10％）込みの価格です。掲載価格には保険料、税金（消費税を除く）、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。 掲載車の情報は2020年3月23日（月）現在の情報です。

【上記お支払い例について】 ●上記お支払い例は2020年4月の一例です。 ●初回お支払い月を2020年5月、初回ボーナス月を2020年8月（以下ボーナス月は1月・8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頂けます。 別途定める条件がございますので、詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。 

詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

※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。

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

車両を返却してお支払い

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

最終回のお支払い方法
※1

※1

（お引落とし口座から自動振替）
（再クレジット）

新車に乗り換える

車両を返却して終了

そのまま乗り続ける

プラン

※2

残価設定型クレジット
60回払いの
お支払い
イメージ

車両価格

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）

金利（分割払い手数料）は見直す場合がございます。ご利用にあたっては、お申し込み時の金利が適用されます。

【 対 象 車 種 】 Honda四輪新車（一部除く）
【クレジット条件】・クレジット：お支払い回数 3回以上
　　　　　　　   ・残価設定型クレジット：お支払い回数 36/48/60回
（回数・走行距離条件等により、最終回お支払い額が異なります）

実質年率クレジット

残クレ

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。

スポットスポット

かまぼこから、干物、揚げ物、果実を
使った製品、小物まで、鈴廣のお薦め
がすべて詰まっているのが鈴なり市場。
お祭りのような活気の中、お土産やご
自宅へのお買い物に、その場で食べら
れる美味しいものが集まっています。

お土産はやっぱり「鈴なり市場」でかまぼこ！

併設の
「えれんなごっそ」
ペアお食事券
プレゼント！ 

詳しくは裏表紙を
ご覧ください

かまぼこづくりに欠かせない名水「箱根百年水」で打った蕎麦の風味
と香りをお楽しみいただけます。お食事だけでなく、国の登録文化財
にも指定されている漆喰の土蔵や重厚な扉も必見です。

ランチは「美藏」でお蕎麦！

気になる実燃費を発表！

高速クルーズ▶エンジン高速クルーズ▶エンジン
坂道＆山道▶モーター＋エンジン坂道＆山道▶モーター＋エンジン

モーターとエンジン、
それぞれの長所を融合させた「e:HEV」。
「e:HEV」は、モーター走行を中心
にしながら電気とエンジン動力を効
率よく使い分ける賢いハイブリッド
システムです。日常のほとんどを
モーターで走行。高速クルージング

大人でも足元が広く快適
適度なホールド感もグッド
厚みのあるパッドで、やわらかい座り
心地です。前席シート背部がカーブ
状に凹んでいるので、後席でも余裕
があり子どもたちにも好評です。

後席用の充電専用USB
ジャック、しかも2コ！
前席だけでなく、後席でもUSB機器
を楽しめるよう、充電ジャックが付い
ています。今どきの必須装備ですね。
最大2.5A急速充電対応です。

などエンジンの方が効率が良い領
域はエンジンで。あらゆる領域で優
れた燃費走行を実現します。ガソリ
ン満タン一回で、どこまで走れるか
試してみたくなりました。

今回の走行距離は往復 約150㎞
使ったガソリンは 約7ℓ

居心地のよさを考えて配置したソフトパッド。

21㎞/ℓ

いっぱい遊んだね
やわらかい座り心地で眠り
を誘うのでしょうか。公園で
たくさんはしゃいで、遊んで、
ここちよい日差しに包まれ
てスヤスヤと眠ってしまい
ました。

日常使いの中で、肘や膝
が当たりやすいところに、
ソフトパッドを採用。見た
目にもやわらかさと上質
さを感じさせます。

人と荷物を積込んで、
登り坂もグングン走って、
悪条件下の参考記録。
条件が整うと30㎞/ℓも
可能なようです！

後席だって乗り心地が良くないとネ！

お食事処 千世倭樓　そば「美藏」
〒250－0032 小田原市風祭50　■電話 0465-24-3456（千世倭樓受付）
■営業時間 11:00～16:30（ラストオーダー16：00）
■休店日 年中無休（1/1休・臨時休業あり）

鈴なり市場
〒250－0032 小田原市風祭245
■電話 0465-22-3191（代） ■営業時間 9:00～18:00
■休店日 年中無休（1/1休・臨時休業あり）

アクセルを
グイっと踏み込めば
力強くリニアな加速！
あらゆるフィールドで

好感触。

読者プレゼント

ZZZZZZ

※ご紹介の店舗は、営業日や営業時間などが変更になっている可能性がございます。お出かけ前に公式サイトなどの最新情報をご確認ください。

Check!

Check!

市街地▶モーター市街地▶モーター

みくら
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