Jeep Trail Rated Experience
®

®

卓越したオフロード性能が
実証されたモデルにのみ与えられる
TRAIL RATEDバッジ
※写真はイメージです。日本仕様と一部異なる場合があります。

New

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
®

Jeep ®が培ってきたオフロード性能のすべてを凝縮。

世界一過酷と言われるルビコントレイルから命名されたJeep ®最強の一台。

5,886,000 円
ボディカラー

：

インテリアカラー：

□ 右ハンドル
主要諸元

ブライトホワイト C/C

ブラック C/C

パンプキンメタリック C/C

スティンググレー C/C

ブラック
□（全長）4,870mm ×（全幅）1,895mm ×（全高）1,850mm

□ V型6気筒 DOHC

□ 総排気量：3,604cc

□ 電子制御式8速AT

□ 無鉛レギュラーガソリン

□ 乗車定員：5名

□ 後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動（選択式）

● LEDライト
（ヘッドライト＜オートレベリング機能＞、
フロントフォグランプ、
テールランプ） ● Rubicon専用レッド
PHOTO ボディカラー：スティンググレー C/C

主要装備

カラーインストルメントパネル*

● レザーシート（フロント：RUBICON刺繍入り） ● モジュラーシートバック

Jeepユーティリティグリッドシステム

● ロックトラックフルタイム
4×4システム
主要諸元

他

*パンプキンメタリック C/C はシルバーとなります。

N e w 全国 限 定 合計10 0台

Jeep Grand Cherokee Trailhawk
®

心に響く未知なる体験へ。より険しいオフロードを極めるために開発された
フラッグシップモデルの特別限定車。

6,300,000 円
ボディカラー

：

インテリアカラー：

グラナイトクリスタルメタリック C/C

□ 右ハンドル
主要諸元

ダイアモンドブラッククリスタル P/C

80台

20台

ブラック
□（全長）4,835mm×（全幅）1,935mm×（全高）1,805mm

□ V型6気筒 DOHC

□ 総排気量：3,604cc

□ 常時4輪駆動

□ 乗車定員：5名

□ 電子制御式8速AT

□ 無鉛レギュラーガソリン
● ナチュラルグレードアミラーカバー ● ナチュラルグレーアクセント付フロントフォグランプベゼル ● ナチュラル
PHOTO ボディカラー：グラナイトクリスタルメタリック C/C

特別装備

グレーアクセント付ブラックグリル

● レッドステッチ入りインテリアアクセント

● TRAILHAWK ロゴ入り

レザーシート（スエードインサート入り） ● 18インチアルミホイール
（Trailhawk専用デザイン） 他
主要諸元

New

Jeep Renegade Trailhawk
®

アーバンサイズのボディに、Jeep ®本来のパワフルな4×4性能を凝縮。

オフロードを満喫するために生まれたRenegadeのアドベンチャーグレード。

3,800,000 円
ボディカラー

：

インテリアカラー：

アルパインホワイト C/C

オマハオレンジ C/C

ジェットセットブルー メタリック

コロラドレッド C/C

グラナイトクリスタル C/C

ブラック C/C

ブラック

□ 右ハンドル
主要諸元

□（全長）4,255mm ×（全幅）1,805mm ×（全高）1,725mm

□ 直列4気筒マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ
□ 4輪駆動（オンデマンド方式） □ 電子制御式9速AT

□ 乗車定員：5名

□ 総排気量：1,331cc

□ 無鉛プレミアムガソリン

● LEDライト
（ヘッドライト＜デイタイム・ランニング・ライト付＞、
コーナリング フロントフォグランプ、
テールランプ）
PHOTO ボディカラー：グラナイトクリスタル C/C

主要装備

● プレミアムファブリックシート
フロントフェイシア

● ダークグレーグリル（ダークグレーアクセント付） ● Trailhawk専用

● セレクテレイン™システム
主要諸元

● Jeep ® アクティブドライブロー

他

Real Adventure Life へのスペシャルオファー

※実施期間中にご成約かつご登録いただいた車両が対象となります。
※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。
※期間中に新たに発売のモデルは除きます。
※Make My Jeep®のカスタマイズ車は除きます。

2.1％

2.39 ％

※実質年率

※実質年率

3年37回まで

4年49回まで

5年61回まで

特別金利メリットプラン実施中。
実施期間：2019 年 5月〜（ご成約かつご登録分） 限定車も対象

Longitude、Limitedに購入 + 特別金利サポート

Jeep® Compass

実施期間：2019 年 5月〜（ご成約かつご登録分） ※購 入サポートは換 金 および 譲 渡 できません。

人生のコンパスになる。

10万円
（税別）

2.1％

購入
サポート

※実質年率

特別金利メリットプラン*
*据置価格設定型ローン

例えば、Compass Longitude

車両本体価格（消費税込）3,582,000円／頭金
1,000,000円／商品代金残金
（下取り充当可能）

3,582,000円（10万円購入サポート利用時）が、

2,582,000円／お支払回数37回（3年コース）／

いまなら月々

10,900 円（35回）

頭金1,000,000円の場合

3年37回
まで

ローン金利（実質年率）2.1％／第1回目分割支払
金11,421円／2回目以降分割支払金10,900円×
35回／ボーナス月加算分割支払金90,000円×6
1,791,000円／
（設定据置率 50％）
回／据置価格

3,690, 000円
4,190,0 0 0円

Longitude
Limited

対象グレード
PHOTO：Compass Longitude ボディカラー：エグゾティカレッド C/C

分割支払金合計（分割手数料込）2,723,921円／
3,723,921円
分割手数料込）
（頭金、
お支払総額

Cherokeeに乗り換え + 特別金利サポート

Jeep® Cherokee

実施期間：2019 年 5月〜（ご成約かつご登録分） ※乗り換 えサポートは、新 車 契 約 時 に下 取り車 がある場 合 に限ります。

世界を変える出逢いがある。

5万円
（税別）

2.1％

乗り換え
サポート

※実質年率

特別金利メリットプラン*
*据置価格設定型ローン

例えば、Cherokee Longitude

車両本体価格（消費税込）4,236,000円／頭金
1,500,000円／商品代金残金
（下取り充当可能）

4,236,000円（5万円下取りサポート利用時）が、

2,736,000円／お支払回数37回（3年コース）／

いまなら月々

10,500 円（35回）

頭金1,500,000円の場合

PHOTO：Cherokee Longitude ボディカラー：グラナイトクリスタルメタリック C/C

New Jeep® Renegade

2.1％

※実質年率

アーバンサイズ。アドベンチャークラス。

4,290,000円
4,790,000円
4,840,000円

Longitude
Limited
Trailhawk

対象グレード

特別金利メリットプラン*
*据置価格設定型ローン

3年37回
まで

頭金800,000円の場合
対象グレード

ローン金利（実質年率）2.1％／第1回目分割支払
金13,149円／2回目以降分割支払金10,500円×
35回／ボーナス月加算分割支払金100,000円×6
回／据置価格（設定据置率 45％）1,906,000円
2,886,649円
（分割手数料込）
／分割支払金合計
4,386,649円
分割手数料込）
（頭金、
／お支払総額

車両本体価格（消費税込）3,550,000円／頭金
（下取り充当可能）800,000円／商品代金残金
2,750,000円／お支払回数37回（3年コース）／

例えば、Renegade Limited
3,550,000円が、

3年37回
まで

ローン金利（実質年率）2.1％／第1回目分割支払

いまなら月々

9,100 円（35回）
New Longitude
Limited
New Trailhawk

2 ,935,000円
3,550,000円
3,800,000円

金9,798円／2回目以降分割支払金9,100円×35
回／ボーナス月加算分割支払金75,000円×6回
／据置価格（設定据置率 60％）2,130,000円／
2,908,298円／
（分割手数料込）
分割支払金合計
3,708,298円
分割手数料込）
（頭金、
お支払総額

PHOTO：Limited ボディカラー：ブラック C/C

All-New Jeep® Wrangler

進化の先に、本物の自由はある。

対象グレード

Sport（受注生産）
Unlimited Sport
Unlimited Sahara
New Unlimited Rubicon

Jeep® Grand Cherokee

人生を極める。大陸を極める。

4,698,000円
5,043,600円
5,733,720円
5,886,000円

対象グレード

Laredo
New Altitude
Limited
Summit®
SRT8 ®

4,899, 000円
5,290, 000円
6,10 0,000円
6,860,000円
8,270,000円

※Jeep ® Compass 購入サポート、Jeep ® Cherokee 乗り換えサポート、特別金利メリットプラン（3 年・2.1%、4 年・2,39%、5 年・2.39%）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（残価設定ローン）です。※通常ローンの実質年率は 3.95%です。※期間中にご成約ならびにご登録を完了された方が対象となります。※実施期間、対象モデル、購入・乗り換えサポート、メリットプランなどの詳細についてはジープオフィシャル WEB
サイト（https://www.jeep-japan.com/campaign/offer.html）をご覧いただくか当ショールーム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：
［New Renegade ］車両本体価格の 60 ％
（37 回）、50 ％（49 回）、45％（61回）まで ［Compass］車両本体価格の 50 ％（37 回）、40 ％（49 回）、35％（61回）まで ［New Wrangler］車両本体価格の70 ％（37 回）、65％（49 回）、55％（61回）まで ［Cherokee］車両本体価格の 45％（37 回）、
35％（ 49 回）、25％（ 61回）まで ［ Grand Cherokee ］車両本体価格の 55％（ 37 回）、45％（ 49 回）、35％（ 61回）まで ●ローン上限金額：車両本体価格の150 ％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 ※特別金利（ 3 年・2.1% 、4 年・2,39% 、5 年・2.39% ）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契約期間 5 年 61回までの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 37 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、当ショールームにお問い合わせください。

※価格は、
2019年5月現在の車両本体価格(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。
※価格には、オプション費用は含まれておりません。※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。※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 。※ J e e p ® は 、F C A

U S L L C の 登 録 商 標 で す 。総 輸 入 元：F C A ジャパ ン 株 式 会 社
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