サイズ

B4 天地 257㎜

x

左右 364㎜

4C

折込日 9/17

ジープ神戸

２・11

AM10:00いよいよ

GRAND OPEN

Jeep ショールームが垂水区舞多聞西に OPEN!
本物のSUVラインナップをぜひご自身の目で！
®

OPENING FAIR 2/1・
1 12

2/11

●Saxophone Quartet

Copain ミニコンサート
●ステージ MC/ 体験取材
Kiss FM サウンドクルー

珠久美穂子

@eee-z
11:30 〜 14:55

（毎週 水・木曜担当）

●ドーナツ（2 個）
＆コーヒープレゼント

●Jeep® オリジナルチョコレートプレゼント

〒655-0051 神戸市垂水区舞多聞西8丁目6番2号

オリジナル お子様のみ
バルーンプレゼント

FAX.078-781-1601
サービス TEL.078-781-0666 FAX.078-781-0667

※ご来場者様にもれなく進呈。
※万一品切れの際はご容赦ください。

ご成約
プレゼント

※１回目 /13:00〜 ２回目 /17:00〜

ダイエー

※アンケートにお答えの方先着 150 名

Jeep オリジナル
折りたたみ自転車
フェア期間中ご成約
（2 月中登録）のお客様に プレゼント！
®

TEL.078-781-1600

神戸市営地下鉄

学園都市
神戸芸大

ニトリ
コーナン スポーツデポ
第二神明北線

■営業時間 10:00〜19:00（定休日：水曜日）

ジープ神戸

オートバックス
エネオス
学園南 IC

ローソン

コストコ
エッソ

小束山小学校

垂水警察署前

県内に３ショールーム。西宮店・姫路店もよろしくお願いします

ローソン
垂水警察署

第二神明道路

ロイヤルホスト
垂水 JCT

高丸 IC

自由と冒険の世界へ、価値あるスペシャルオファー実施中。

1.9％

※実質年率

Jeep® Compass

Jeep® Wrangler

Jeep ® Cherokee

毎日に、ジャスト。

果てしない自由への冒険が始まる。

すべての大地が、自由へと続く。

特別低金利

メリットプラン*

*据置価格設定型
ローン

61回
まで

※限定車も対象
※Make My Jeep®のカスタマイズ車は除く。
※詳しくは当ショールームへお問い合わせくださ
い。

Jeep® Grand Cherokee
進化は、次の頂点へ。

Jeep ® Renegade
アーバンサイズ。アドベンチャークラス。
PHOTO:Renegade Trailhawk
ボディカラー：コロラドレッド C/C

PHOTO:Compass Sport 4x4
ボディカラー：ブライトホワイト C/C

例えば、Compass Sport 4×4

例えば、Renegade Trailhawk
頭金1,200,000円の場合
車両本体価格 3,456,000円が、

いまなら月々

頭金1,000,000円の場合

9,000 円（59回）

車両本体価格 3,294,000円が、

対象グレード・全国メーカー希望小売価格

Longitude
Limited
Trailhawk

PHOTO:Wrangler Unlimited Sport
ボディカラー：ブライトホワイト C/C

いまなら月々

8,900 円（59回）

例えば、Wrangler Sahara / Unlimited Sport

頭金1,200,000円の場合

2,970,000円（税抜価格 2,750,000円）
3,186,000円（税抜価格 2,950,000円）
3,456,000円（税抜価格 3,200,000円）

Sport 4×2
Sport 4×4
Limited

3,078,000円（税抜価格 2,850,000円）
3,294,000円（税抜価格 3,050,000円）
3,564,000円（税抜価格 3,300,000円）

例えば、Cherokee Limited

頭金1,700,000円の場合

いまなら月々

15,000 円（59回）

車両本体価格 3,963,600円が、

対象グレード・全国メーカー希望小売価格

例えば、Grand Cherokee Laredo

頭金1,700,000円の場合

いまなら月々

15,500 円（59回）

車両本体価格 4,995,000円が、

対象グレード・全国メーカー希望小売価格

Sahara
Unlimited Sport
Unlimited Sahara

PHOTO:Grand Cherokee Laredo
ボディカラー：ブライトホワイト C/C

PHOTO:Cherokee Limited
ボディカラー：ブライトホワイト C/C

対象グレード・全国メーカー希望小売価格

3,963,600円（税抜価格 3,670,000円）
3,963,600円（税抜価格 3,670,000円）
4,276,800円（税抜価格 3,960,000円）

Limited
Trailhawk

いまなら月々

16,200 円（59回）

車両本体価格 4,946,400円が、

対象グレード・全国メーカー希望小売価格

4,995,000円（税抜価格 4,625,000円）
5,103,000円（税抜価格 4,725,000円）

Laredo
Limited
Summit ®
SRT8 ®

4,946,400円（税抜価格 4,580,000円）
5,961,600円（税抜価格 5,520,000円）
7,365,600円（税抜価格 6,820,000円）
8,056,800円（税抜価格 7,460,000円）

車両本体価格（消費税込）3,456,000円／頭金（下取り充当可能）1,200,000円／ローン対

車両本体価格（消費税込）3,294,000円／頭金（下取り充当可能）1,000,000円／ローン対

車両本体価格（消費税込）3,963,600円／頭金（下取り充当可能）1,200,000円／ローン対

車両本体価格（消費税込）4,995,000円／頭金（下取り充当可能）1,700,000円／ローン対

車両本体価格（消費税込）4,946,400円／頭金（下取り充当可能）1,700,000円／ローン対

象金額2,256,000円／お支払い回数61回（5年コース）／ローン金利（実質年率）1.9％／初

象金額2,294,000円／お支払い回数61回（5年コース）／ローン金利（実質年率）1.9％／初

象金額2,763,600円／お支払い回数61回（5年コース）／ローン金利（実質年率）1.9％／初

象金額3,295,000円／お支払い回数61回（5年コース）／ローン金利（実質年率）1.9％／初

象金額3,246,400円／お支払い回数61回（5年コース）／ローン金利（実質年率）1.9％／初

回お支払い額11,240円／月々お支払い額
（2回目以降）
9,000円×59回／ボーナス月加算額

回お支払い額9,860円／月々お支払い額（2回目以降）8,900円×59回／ボーナス月加算額

回お支払い額15,423円／月々お支払い額（2回目以降）15,000円×59回／ボーナス月加算

回お支払い額20,976円／月々お支払い額（2回目以降）15,500円×59回／ボーナス月加算

回お支払い額21,075円／月々お支払い額（2回目以降）16,200円×59回／ボーナス月加算

91,000円×10回／据置価格（設定措置率 30%）960,000円／ローンお支払い額合計（分

100,000円×10回／据置価格
（設定措置率 30%）
915,000円／ローンお支払い額合計
（分

額95,000円×10回／据置価格（設定措置率 30%）1,101,000円／ローンお支払い額合計

額120,000円×10回／据置価格（設定措置率 30%）1,387,000円／ローンお支払い額合

額112,000円×10回／据置価格（設定措置率 30%）1,374,000円／ローンお支払い額合

割手数料込）
2,412,240円／お支払い総額合計
（頭金、
分割手数料込）
3,612,240円

割手数料込）
2,449,960円／お支払い総額合計
（頭金、
分割手数料込）
3,449,960円

計
（分割手数料込）
3,552,476円／お支払い総額合計
（頭金、
分割手数料込）
5,222,476円

計
（分割手数料込）
3,470,875円／お支払い総額合計
（頭金、
分割手数料込）
5,170,875円

（分割手数料込）
2,951,423円／お支払い総額合計
（頭金、
分割手数料込）
4,151,423円

オープニング記念・特別認定中古車
期間限定 3月21日（火）迄

※受注生産のため、納車まで通常より時間がかかります。
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Jeep Grand Cherokee Limited
®

■H26年式 ■ブリリアントブラック ■ワンオーナー
■検H29年6月 ■走行13042km

268

*1 クロームパッケージは全アイテムのセットとなります。個々の選択はできません。
取付工賃はお客様負担となります。
*2 写真のRenegadeはメタリック塗装、デュアルペインパノラミックサンルーフ装
着車です。

*1 クローム パッケージは全アイテムのセットとなります。個々の選 択はできません。
取付工賃はお客様負担となります。
*4 写真はプレミアムサンライダーソフトトップ装着車です。

Jeep Renegade Longitude
®

■H27年式 ■オープニングエディション ■ブラック ■当社試乗車
■検H30年8月 ■走行9460km

309

万
円

万
円

Jeep Wrangler Unlimited Sport
®

■H27年式 ■ファイアークラッカーレッド ■当社試乗車
■検H30年9月 ■走行2339km

548

万
円
®

®

万
円

®

■H28年式 ■アイボリートライパールコート ■ワンオーナー
■検H31年8月 ■走行826km

448

万
円

Jeep Grand Cherokee SRT8
■H27年式 ■ブラック ■検H30年5月 ■走行23618km

Chrysler 300 SRT8

600

万
円

Jeep Cherokee Limited
®

■H28年式 ■レコングリーン ■75TH アニバーサリーエディション
■検H31年9月 ■走行25km

※スペシャルオファーは予告なく変更・終了する場合がございますので予めご了承ください。※「メリットプラン」とは、据置価格設定型ローンです。※期間中にご登録を完了された方が対象となります。実施期間および対象モデルなど詳細につきましては、ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。
●支払対象期間：37回
（3年）
、
49回
（4年）
、
61回
（5年） ●据置金額上限：車両本体価格の50％
（37回）
、
40％
（49回）
、
30％
（61回）
まで ●ローン上限金額：車両本体価格の115％まで ●利用可能ファイナンス会社：FCAジャパン株式会社の指定するファイナンス会社 ※特別低金利1.9%ローンは、
ジープ ファイナンシャル ソリューションズの提供するメリットプランをご利用いただいた場合に限ります。
【メリットプラン】
お支払い例は、
表示の価格
［車両本体価格
（消費税込）
］
に基づきボーナス併用61回の諸費用・税金等を含まない総お支払い金額で算出。
金利は実質年率。
最終回に①据置金額での現金購入 ②据置金額での再ローン ③車両返却
（ディーラー等への売却）
によるご清算をお選びいただけます。
なお、
据置金額は、
支払回数に応じてジープ ファイナンシャル ソリューションズが設定する上限金額までお客様が任意に設定いただけます。
車両返却
（売却）
の際、
査定価格と据置金額に差額が生じた場合
は、
ご清算またはご返却させていただきます。
メリットプランは、
ジープ ファイナンシャル ソリューションズのオープンエンド・ローン・プログラムです。
ジープ ファイナンシャル ソリューションズは、
FCAジャパン株式会社の指定するファイナンス会社によるファイナンシャルプログラムです。
※表示のお支払いプランはあくまでも一例です。
詳細につきましては、
ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。
※価 格は、2 017年2 月1日現在の 全国メーカー希望小売 価 格（含む 消費 税）です。※税 金（消費 税を除く）、登 録 諸 費用、保 険料 等は含まれておりません。※価 格には、リサイクル 料金は含まれておりません。別 途必 要となります。※販 売 価 格につきましては、ジープ 正 規ディーラーにお問い合 わせください。※写 真 および イラストは、実 車とは 異なる場 合がございます。※スノータイヤは 標 準 装 備ではありません。※雪 道での運 転は大 変 滑りやすいので細 心 の 注 意 が必 要です。※
価 格・諸 元・仕 様ならびに 装 備は予 告なく変 更する場 合がございますので、予めご 了承ください。※全国メーカー希望小売 価 格とディーラー希望小売 価 格は同一です。※J e ep ®は、FCA US LLCの 登 録 商 標です。総 輸 入 元：FCAジャパン株 式会 社

