
N
2

PLAYBOY誌、モノトーンのシンプル
BUNNYマークコラボ。

もしものトラブルの備えに。

万円分 プレゼント

レプソル
オイル

掲載店で窒素充填された車両は

窒素補充無料！

前後タイヤ充填

燃費の向上、走行性の改善におすすめ！

最高峰のレースで培った技術を
フィードバックした高性能オイル

MOTO SPORT 4T 10W40

取り扱っています！

あらゆる領域で
ハイレベルな潤滑性能

（税込）（税込）¥2,200

お買得中古車 登録済
未走行車 ※車両の品質については各店にお問い合わせください。 

※掲載の中古車は2020.8.20現在の中古車です。売約済みの際はご容赦ください。

●ご紹介の車輛は一例です。掲載店であればどの店舗でも商談可能です。詳しくはＷＥＢ（https://www.dream-kantou.co.jp/）でご覧頂くか、お電話で直接お問合せください。

Honda Dreamは独自の厳しい点検整備の
審査をクリアしたお車のみに、「中古車保証
書」を付けて販売しております。

中古車の保証について 車種選別／●国内取扱いモデルのみ （ドリーム無限仕様含む）●AIS基準4点
以上●126cc以上の車両 ・初年度登録より6年未満●走行距離20,000km
未満 ・修復歴がない（メインフレーム）　保証／登録日より6ヶ月または、走行
10,000km保証

優良認定
中古車

メンテナンスパック
法的に必要な点検、Honda Dreamが推奨する
点検・整備をパックに。Honda Dreamの整備士
による確かな点検・整備で愛車を元気に。

※車検の対象とならない車両の場合24ヶ月点検となります。※詳しくは掲載店までお問い合わせ下さい。

安心
点検

法定
点検 車検

BIKE AQuly Premiumは
従来型のガラスコーティング構造
から、進化を遂げた３種混合の
『トリプルポリマーレジン構造』を
形成した次世代型ガラス
コーティングです。 
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3年間
輝きキープ！
車検まで塗りっぱ
なしでOK！

56個
掲載店合計

限定

90個
掲載店合計

限定

56個
掲載店合計

限定

車両情報、キャンペーン詳細など、詳しくは掲載店までお問い合わせください。

2019年モデル　250cc
ふかや花園

￥499,000
（消費税抜本体価格¥453,637）

●色：マットフレスコブラウン　●年式：2019年　●走行：2km
●自賠責：無　●車体番号：562　●車両保証：有
●メインフレームの修正及び交換歴：無　●定期点検整備の有無：有

現金販売価格 

Rebel 250 ABSRebel 250 ABS
2019年モデル　250cc

船橋

￥498,000
（消費税抜本体価格¥452,728）

●色：キャンディクロモスフィアレッド　●年式：2019年　●走行：1km
●自賠責：無　●車体番号：116　●車両保証：有
●メインフレームの修正及び交換歴：無　●定期点検整備の有無：有

現金販売価格 

CB250R ABSCB250R ABS
2018年モデル　400cc

船橋

￥709,000
（消費税抜本体価格¥644,546）

●色：キャンディクロモスフィアレッド　●年式：2019年　●走行：1km
●車検：2022/04　●車体番号：477　●車両保証：有
●メインフレームの修正及び交換歴：無　●定期点検整備の有無：有

現金販売価格 

2019年モデル　1800cc
松戸

￥3,045,000
（消費税抜本体価格¥2,768,182）

●色：パールグレアホワイト　●年式：2019年　●走行：1km
●車検：2022/08　●車体番号：228　●車両保証：有
●メインフレームの修正及び交換歴：無　●定期点検整備の有無：有

現金販売価格 

2017年モデル　1000cc
東浦和

￥1,180,000
（消費税抜本体価格¥1,072,728）

●色：ヴィクトリーレッド　●年式：2019年　●走行：1km
●車検：2022/01　●車体番号：335　●車両保証：有
●メインフレームの修正及び交換歴：無　●定期点検整備の有無：有

現金販売価格 

2019年モデル　1000cc
水戸北

￥1,517,000
（消費税抜本体価格¥1,379,091）

●色：パールグレアホワイト　●年式：2019年　●走行：1km
●車検：2022/08　●車体番号：218　●車両保証：有
●メインフレームの修正及び交換歴：無　●定期点検整備の有無：有

現金販売価格 

街乗りに使いながら

スポーツライディン
グにも!

※別途交換工賃が必要になります。また上記セール価格は掲載店で交換して頂いた場合の価格です。

PILOT POWER 2CT

トップケース モノロック
【E300NT2】TECH
容量：30L

ドライブレコーダー DDR-S100

¥9,800
掲載店通常販売価格 ￥14,300

（消費税抜本体価格 ￥13,000）

（消費税抜本体価格 ￥8,910）

セール期間販売価格

¥10,400
59%OFF

引
¥6,980
掲載店通常販売価格 ￥17,380

（消費税抜本体価格 ￥15,800）

掲載店通常販売価格 ￥20,900（消費税抜本体価格 ￥19,000）

（消費税抜本体価格 ￥6,346）

セール期間販売価格

限定
5個
掲載各店

期間：2020年8月29日（土）～9月29日（火）掲載店オリジナル企画 洋用品・タイヤセール

¥118,000 ¥55,800
32%OFF

引

RSタイチレーシングスーツ GP-WRX R305
M～XXLサイズ、各色取り揃えておりますが完売の際はご容赦ください。

掲載店通常販売価格 ￥173,800（消費税抜本体価格 ￥158,000）

（消費税抜本体価格 ￥107,272）

セール期間販売価格

¥13,900 ¥7,000
33%OFF

引
（消費税抜本体価格 ￥12,637）

セール期間販売価格

限定
50着

掲載店合計

※価格はすべて現金販売価格（消費税10%込み）です。※二輪車の価格（リサイクル費用を含む）には保険料・税金（消費税を除く）・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。※販売価格は掲載店各店がそれぞれ独自に定めております。※販売価格につきましては、掲載店各店までお問い合わせください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。※詳しくは掲載店へお尋ねください。

新車3年保証 Honda Dreamでご購入いただいた新車には、メーカー保証の2年に、
プラス1年の延長保証をお付けいたします。（※１２５cc以下は除く） 保証対象 保証期間Honda126cc以上の新車国内モデル全機種。Honda Dreamで法定およびHondaが指定する

点検を実施した車両。Honda Dreamでお買い上げの車両（保証書と車両名義が同一）
新車を登録または届出した日から
3年間。（走行距離の制限なし） 新車2年保証 Honda の二輪車（新車）には、安

心の2年保証が適用されます。 保証対象 Hondaが製造または輸入販売した二輪車が対象で、
競技車輌及び電動アシストサイクルを除く。 保証期間 新車を登録または

届出した日から2年間。

NEWモデル続々入荷！NEWモデル続々入荷！
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CBR1000RR-R FIREBLADE SP 新車3年保証

新車2年保証

￥2,783,000〈消費税抜本体価格 ￥2,530,000〉現金販売価格 

スーパーカブ110・
『天気の子』ver.

￥313,500
現金販売価格 

〈消費税抜本体価格 ￥285,000〉

新車2年保証

CT125・
ハンターカブ

￥440,000
現金販売価格 

〈消費税抜本体価格 ￥400,000〉

￥715,000掲載店通常現金販売価格 〈消費税抜本体価格 ￥650,000〉

CBR400R 新車3年保証

￥808,500〈消費税抜本体価格 ￥735,000〉現金販売価格 

CBR250RR
新車3年保証

￥821,700〈消費税抜本体価格 ￥747,000〉現金販売価格 

CBR600RR
新車3年保証

￥1,606,000〈消費税抜本体価格 ￥1,460,000〉現金販売価格 

CBR400R

CRF250 RALLY ABS

新車3年保証

￥826,100
現金販売価格 

〈消費税抜本体価格 ￥751,000〉

photo:スーパーカブ110・『天気の子』ver.
color:サマーピンク
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color:グローイングレッド

受注期間限定モデル［受注期間：2020年7月7日～2020年10月31日］

Rebel 500
新車3年保証

￥799,700
現金販売価格 

〈消費税抜本体価格 ￥727,000〉

製造国：タイ製造国：タイ

製造国：タイ

Honda Dream 据置クレジット

特別金利
Honda Dream 据置クレジット

CBR250RR

特別金利 実質
年率 %09%09

実施期間 2020. 2020.7.24 (FRI) 12.29(TUE)

2020年9月18日（金）発売2020年9月25日（金）発売

PLAYBOY ROCK  

◀フラットブラック

▲パールホワイト

新車お買得

バイクに乗って出かけよう。Let’s go Touring!

始めよう！
原付二種

PCX、PCX HYBRID、 LEAD125、Dio110、GROM
モンキー125、CB125R、クロスカブ110、スーパーカブ110
スーパーカブC125、CT125・ハンターカブの新車

対象
車種

実施期間 2020 （土） （土）8.1 10.31 %
クレジット

実質
年率

Honda Dream

免許取得
応援
キャンペーン

普通二輪・大型二輪免許を取得し、
Honda Dreamで126cc以上の

Honda二輪新車をご購入いただくと

キャッシュバック

実施期間 2020. 2020.3.1(SUN) 9.30 (WED)

免許取得をサポートします！

レンタルのご予約はこちらから

・ご成約までの期限は、車両ご返却後30日以内。　・複数回レンタルされた場合は、金額の高い方1回分を対象。
・洋用品オプションレンタルや、車両補償オプション等の追加料金は対象外。

期間中、HondaGO BIKE RENTALをご利用後、掲載店にて251㏄以上のHonda二輪の新車を購入いただくと…期間中、HondaGO BIKE RENTALをご利用後、掲載店にて251㏄以上のHonda二輪の新車を購入いただくと…

掲載店オリジナル企画　　実施期間▶ 

〈税込〉

〈税込〉 〈税込〉

最大最大最大55
例）CRF1100L Africa Twin を
レンタル利用後、ご購入いただいた場合 8 時間プラン〈23,000円〉

クーポン
23,000円分 LONG GOGOプラン〈51,000円〉

クーポン
50,000円分

レンタル利用料金プランと同額の

新車ご購入応援クーポン

・クーポンは車両本体代のみにご利用いただけます。　・レンタルした車種以外の車種もご購入いただけます。　・他のキャンペーンとの併用はできません。

2020. 2020.8.1(SAT) 9.29 (TUE)

photo:CRF250 RALLY
color:ブラック

製造国：タイ新車3年保証

掲載店合計

3台限定

¥4,500
32%OFF

引

感動の高画質、FULL HD
200万画素ムービー

★メーカー新車保証も継承!

NEW
モデル

400X ABS400X ABS Gold Wing Tour DCT〈AIRBAG〉Gold Wing Tour DCT〈AIRBAG〉 CRF1000L Africa Twin ＜DCT＞CRF1000L Africa Twin ＜DCT＞ CRF1000L Africa Twin Adventure SportsCRF1000L Africa Twin Adventure Sports

特別価格! 店頭在庫車限り!!

セール期間
現金販売価格 ¥665,000 お得な

5万円
OFF（消費税抜本体価格￥604,546）

Ⓡ 前後セット

お買い上げタイヤ交換時、窒素充填 無料！

¥37,000
（税込）掲載店通常販売価格￥52,200（税込）

セール期間
販売価格

前後セット

¥40,500
（税込）

セール期間
販売価格

前後セット

¥43,500
（税込）

セール期間
販売価格

前後セット

F

R
120/60ZR17 M/C（55W）
160/60ZR17 M/C（69W）

CB400SF / SB等

掲載店通常販売価格￥57,000（税込）

F

R
120/70ZR17 M/C（58W）
160/60ZR17 M/C（69W）

NC750X / S等 

掲載店通常販売価格￥61,200（税込）

F

R
120/70ZR17 M/C（58W）
180/55ZR17 M/C（73W）

CB1300SB/SF、VFR800F等

で 新車購入サポートキャンペーン


