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文／編集部

Buyer's Guide
新型シビックは、セダンとハッチバックにハイパフォーマンスモデルのタイプRを加えた
3タイプをラインアップ。ハッチバックはCVT車のほかに6速MT仕様も選べる。ここでは

購入時の費用とともに、各モデルの主要装備&仕様を確認してみよう

［新型シビック］徹底購入指南

グレードによるスタイルの違い
▶ホンダ公式ウェブサイト・セルフ見積り　http://slf.honda.co.jp/

各見積りシミュレーションはホンダ公式ウェブサイトに基づいた金額例で、オプションや付属品を含んでおりません

セダン ●税込車両価格　¥2,650,320

ハッチバック ●税込車両価格　¥2,800,440（6速MT）/¥2,800,440（CVT）

◦ホンダセンシング◦LEDヘッドライト◦LEDフォグライト◦導光タイプLEDポジションランプ◦エマージェンシーストップシ
グナル◦ヒルスタートアシスト機能◦電子制御パーキングブレーキ◦オートブレーキホールド機能◦Hondaスマートキーシステム
◦ナビ装着スペシャルパッケージ＋ETC車載器◦オーディオレス◦8スピーカー◦フルオート・エアコンディショナー◦アレルフリ
ー高性能脱臭フィルター◦リアヒーターダクト◦運転席&助手席シートヒーター◦運転席ハイトアジャスター◦マルチインフォメー
ション・ディスプレイ◦本革巻ステアリング&シフトノブ◦ステンレス製スポーツペダル◦自動防眩ルームミラー◦アームレスト付
きコンソールボックス◦6対4分割可倒式リアシート◦リアセンターアームレスト（ドリンクホルダー付き）◦運転席&助手席用バニ
ティミラー付きサンバイザー◦電動格納式リモコンカラードドアミラー◦遮音機能付きガラス（フロントウインドウ）◦IR&UVカッ
ト機能付きフロントウインドウガラス◦IR&スーパーUVカット機能付きフロントドアガラス◦車速連動間欠/バリアブル間欠フロン
トワイパー（雨滴検知式/ミスト機構付き）◦LEDアンビエントランプ（ブルー）◦パドルシフト◦応急パンク修理キット
［セダン専用装備］
◦クロームメッキ・フロントグリル◦クロームメッキ・アウタードアハンドル◦16インチ ノイズリデューシングアルミホイール（ア
ルミ切削＋クリア塗装）＋215/55R16 93Vタイヤ◦UVカット機能付きソフトプライバシーガラス（リアドア/リアクォーター/リ
ア）◦トランクスルー機構

主な標準装備&仕様

◦ホンダセンシング◦LEDヘッドライト◦LEDフォグライト◦導光タイプLEDポジションランプ◦エマージェンシーストップシ
グナル◦ヒルスタートアシスト機能◦電子制御パーキングブレーキ◦オートブレーキホールド機能◦Hondaスマートキーシステム
◦ナビ装着スペシャルパッケージ＋ETC車載器◦オーディオレス◦8スピーカー◦フルオート・エアコンディショナー◦アレルフリ
ー高性能脱臭フィルター◦リアヒーターダクト◦運転席&助手席シートヒーター◦運転席ハイトアジャスター◦マルチインフォメー
ション・ディスプレイ◦本革巻ステアリング&シフトノブ◦ステンレス製スポーツペダル◦自動防眩ルームミラー◦アームレスト付
きコンソールボックス◦6対4分割可倒式リアシート◦リアセンターアームレスト（ドリンクホルダー付き）◦運転席&助手席用バニ
ティミラー付きサンバイザー◦電動格納式リモコンカラードドアミラー◦遮音機能付きガラス（フロントウインドウ）◦IR&UVカッ
ト機能付きフロントウインドウガラス◦IR&スーパーUVカット機能付きフロントドアガラス◦車速連動間欠/バリアブル間欠フロン
トワイパー（雨滴検知式/ミスト機構付き）◦LEDアンビエントランプ（レッド）◦パドルシフト（CVT車）◦応急パンク修理キット
［ハッチバック専用装備］
◦ピアノブラック・フロントグリル◦フロントスポイラー◦センターデュアルエキゾースト◦18アルミホイール（アルミ切削＋ブラ
ッククリア塗装）＋235/40R18 95Yタイヤ◦UVカット機能付きプライバシーガラス（リアドア/テールゲート）◦ウォッシャー付き
間欠リアワイパー（リバース連動）◦ダイレクトフューエルシステム◦カーゴエリアカバー◦タイダウンフック（4カ所）◦コンビニフ
ック（ラゲッジルーム）

主な標準装備&仕様

項 目 セダン
車両本体価格 ¥2,650,320
自動車取得税 ¥52,900
自動車重量税 ¥16,800
自動車税（9月登録） ¥17,200
自賠責保険料（37カ月分） ¥36,780
リサイクル費用 ¥10,200
登録諸費用（参考） ¥46,440
預り法定費用 ¥6,000
支払い総額 ¥2,836,640

見積りシミュレーション

項 目 ハッチバック
車両本体価格 ¥2,800,440
自動車取得税 ¥55,900
自動車重量税 ¥16,800
自動車税（9月登録） ¥17,200
自賠責保険料（37カ月分） ¥36,780
リサイクル費用 ¥10,200
登録諸費用（参考） ¥46,440
預り法定費用 ¥6,000
支払い総額 ¥2,989,760

見積りシミュレーション

項 目
所要資金（割賦元金） ¥2,650,320
頭金 ¥186,320
初回支払い額 ¥39,097
月々支払い額（×58回） ¥37,900

残価設定型クレジット支払い参考例
◦ 支払いプラン60回 
（実質年率3.5% 60回均等払い）

項 目
所要資金（割賦元金） ¥2,800,440
頭金 ¥189,320
初回支払い額 ¥42,241
月々支払い額（×58回） ¥38,800

残価設定型クレジット支払い参考例
◦ 支払いプラン60回 
（実質年率3.5% 60回均等払い）

クーペのような流麗なルーフラインを描く先進フォルムのセダン
　CVT車のモノグレード展開となるセダンは、ク
ーペライクな流麗なルーフラインが大きな特徴だ。
フロントグリルやアウタードアハンドルがクローム

メッキ仕上げとなるほか、16インチサイズのタイ
ヤ&ホイールを標準装着する。ホイールは上質な走
りを際立たせるノイズリデューシングタイプだ。

アグレッシブな走りのイメージを強調するハッチバック
　同じ車両価格で、トランスミッションがCVTと6
速MTから選べるハッチバック。フロントグリルは
ピアノブラック仕上げになるほかフロントスポイラ

ーやボディ同色アウタードアハンドル、センターデ
ュアルエキゾーストを採用。ブラッククリア塗装の
ホイール&タイヤは18インチが標準となる。

Fuel Consumption & Tax Rating│燃費とエコカー減税率

グレード エンジン JC08
モード燃費

エコカー減税率
自動車取得税 自動車重量税

セダン 1.5ℓ直4DOHCターボ
（173ps/22.4kg-m） 19.4km/ℓ

20% 25%ハッチバック（6速MT） 1.5ℓ直4DOHCターボ
（182ps/24.5kg-m） 17.4km/ℓ

ハッチバック（CVT） 1.5ℓ直4DOHCターボ
（182ps/22.4kg-m） 18.0km/ℓ

タイプR 2ℓ直4DOHCターボ
（320ps/40.8kg-m） 12.8km/ℓ ー ー

≫新型シビック 燃費&エコカー減税率一覧セダン&ハッチバックは減税の対象
　1.5ℓVTECターボを積むセダンとハッチバックは、
エコカー減税の対象だ。購入時、自動車取得税は20%、
同重量税は25%軽減され、セダンは計1万9000円、ハッ
チバックは計1万9700円優遇される。モード燃費はセダ
ンが最高値で、19.4km/ℓをマークする。

※ 取得税の減税は平成31年3月31日新車登録分まで、 
重量税の減税は平成31年4月30日新車登録分まで適用。

◦インテリアカラー：ブラック　◦シート素材：ソフトウィーブ

◦インテリアカラー：ブラック　◦シート素材：ソフトウィーブ
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対象グレード オプション装備 税込価格

セダン レザーインテリア＋
運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート＋
17インチ ノイズリデューシングアルミホイール＋
215/50R17 91Vタイヤ

¥232,200

ハッチバック（CVT） レザーインテリア＋
運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート ¥210,600

セダン&ハッチバック（CVT） ホンダセンシング・レスオプション −¥70,200

［メーカーオプション一覧］
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ボディカラーを選ぶHONDA CIVIC

BUYER'S GUIDE
EQUIPMENT / COLOR

フレームレッド

ブリリアントスポーティブルー・メタリック

クリスタルブラック・パール

ホワイトオーキッド・パール

ルナシルバー・メタリック

ブリリアントスポーティブルー・メタリック

フレームレッド

チャンピオンシップホワイト

クリスタルブラック・パール

ホワイトオーキッド・パール

プレミアムクリスタルレッド・メタリック

ルナシルバー・メタリック

コスミックブルー・メタリック

クリスタルブラック・パール

セダン&ハッチバックは各5色、
タイプRは4色を設定

［セダン］ ［ハッチバック］ ［タイプR］

　セダンとハッチバックのボディカラーは、それ
ぞれ5色を設定。ホワイトオーキッド・パールは
3万7800円高、セダンのプレミアムクリスタルレ

ッド・メタリックは5万9400円高の有償カラーと
なっている。タイプRはレッド系とブルー系が新
たに加わり、4色から選べるようになった。

タイプR ●税込車両価格　¥4,500,360

◦LEDヘッドライト◦LEDフォグライト◦導光タイプLEDポジションランプ◦ヒルスタートアシスト機能◦ポップアップフードシ
ステム◦電子制御パーキングブレーキ◦オートブレーキホールド機能◦専用フロントグリル◦専用エアロダイナミクス・カラード
バンパー（フロント/リア）◦カーボン調フロントスポイラー◦ピアノブラック大型リヤスポイラー＋カラードボルテックスジェネレ
ーター◦カーボン調サイドシルガーニッシュ◦電動格納式リモコンカラードドアミラー（LEDウインカー付き/オートリトラミラー）
◦カーボン調リアディフューザー◦トリプルエキゾーストシステム◦アルミ製フロントフード◦遮音機能付きガラス（フロントウイ
ンドウ）◦IR&UVカット機能付きフロントウインドウガラス◦IR&スーパーUVカット機能付きフロントドアガラス◦UVカット機能
付きプライバシーガラス（リヤドア/テールゲート）◦車速連動/バリアブル間欠フロントワイパー（雨滴検知式/ミスト機構付き）◦ウ
ォッシャー付き間欠リアワイパー（リバース連動）◦タイプRフロントシート◦本革巻ステアリングホイール（チタニウムシルバート
リム）◦アルミ製シフトノブ◦ステンレス製スポーツペダル◦自動防眩ルームミラー◦運転席&助手席用バニティミラー付きサンバ
イザー（照明付き）◦6対4分割可倒式リアシート◦LEDアンビエントランプ◦専用メーター◦Hondaスマートキーシステム◦ナビ装
着用スペシャルパッケージ＋ETC車載器◦フルオート・エアコンディショナー◦アレルフリー高性能脱臭フィルター◦リアヒーター
ダクト◦運転席ハイトアジャスター◦オーディオレス◦8スピーカー◦ヘリカルLSD◦アダプティブ・ダンパー・システム◦ブレン
ボ製フロントベンチレーテッドディスクブレーキ（φ305mm）◦軽量20インチアルミホイール（8.5J×20）◦245/30ZR20 90Yタ
イヤ◦応急パンク修理キット

主な標準装備&仕様

項 目 ハッチバック
車両本体価格 ¥4,500,360
自動車取得税 ¥112,500
自動車重量税 ¥36,900
自動車税（9月登録） ¥19,700
自賠責保険料（37カ月分） ¥36,780
リサイクル費用 ¥10,200
登録諸費用（参考） ¥46,440
預り法定費用 ¥6,000
支払い総額 ¥4,768,880

見積りシミュレーション

項 目
所要資金（割賦元金） ¥4,500,360
頭金 ¥268,520
初回支払い額 ¥58,609
月々支払い額（×58回） ¥56,600

残価設定型クレジット支払い参考例
◦ 支払いプラン60回 
（実質年率3.5% 60回均等払い）

FF市販車で世界トップレベルの実力を誇るタイプR
　新型シビックのトップパフォーマンスモデルであ
るタイプRは、320ps/40.8kg-mを発揮する2ℓ直4
のVTECターボを搭載。レブマッチシステムを採用

した6速MTを組み合わせる。パワートレインだけ
でなく、内外装のデザインや20インチホイールな
ど、装備リストには専用アイテムが並ぶ。

◦インテリアカラー：ブラック　◦シート素材：ソフトウィーブ

レザーインテリア

17インチ ノイズリデューシング
アルミホイール＋
215/50R17 91Vタイヤ
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