代理店
エコカー減税､グリーン化特例の減税率および環境性能割 臨時的軽減率について詳しくは表紙をご参照ください。

環境性能割の臨時的軽減

エコカー減税（自動車重量税）

50%減税

3%分が軽減

環境性能割の税率

2020年12月版

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）
概ね

75%減税

環境にやさしいクルマは税制面でも優遇されます

HYBRID X（E-Four）の場合
●環境性能割 軽減

●エコカー減税

対象グレード： ハイブリッド車 4WD車

約 11,300 円減税

Photo:HYBRID X（E-Four）。
ボディカラーはダークブルーマイカメタリック
〈8W7〉。

●グリーン化特例

約 54,900 円軽減

約 22,500 円減税

約

88,700円も優 遇

G-Executive（3.5L ハイブリッド車）の場合
●環境性能割 軽減

●エコカー減税

対象グレード ：
3.5L車（車両重量1,880kg以上）

約 15,000 円減税

Photo：G-Executive（ 3.5L ハイブリッド車）。
ボディカラーはダークブルーマイカ
〈8S6〉。

●グリーン化特例

約 181,400 円軽減

約 42,500 円減税

約

238,900円も優 遇

HYBRID Siの場合
●環境性能割 軽減

●エコカー減税

対象グレード ： ハイブリッド車

約 15,000 円減税

Photo：HYBRID Si。
ボディカラーはブラック
〈202〉。

約 27,000 円減税

約

●環境性能割 軽減

●エコカー減税

約 15,000 円減税

Photo：HYBRID ZS。
ボディカラーはブラック
〈202〉。

●環境性能割 軽減

環境性能割の臨時的軽減

50%減税

約 27,000 円減税

約

124,100円も優 遇

2021年3月31日まで延長

2021年3月31日まで

約 82,900 円軽減

約 27,000 円減税

約

概ね

124,900円も優 遇

2021年4月30日までの新規登録車

平成30年排出ガス規制値
50％低減以上

or

or

平成17年排出ガス規制値
75％低減

クリーンディーゼル乗用車

対象グレード ： 全グレード
Sの場合

●グリーン化特例＊

●環境性能割 軽減

●エコカー減税

自動車重量税100％減税＊1

100 ％

約 174,400 円軽減

約 15,000 円減税

Photo:RS Advance（3.5L ハイブリッド車）。
ボディカラーはシルバーメタリック
〈1F7〉。

約

＊オプション装着などにより車両重量1,880kg以上の場合、グリーン化特例が概ね75％減税になります。

エコカー減税（自動車重量税）

25%減税

約 28,500 円減税

217,900円も優 遇

環境性能割の臨時的軽減

3%分が軽減

環境性能割の税率

約 47,100 円軽減

約 11,300 円減税
Photo：S。
ボディカラーはスーパーレッドV〈3P0〉。

概ね

50%減税

特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（ 5人乗り）の場合
●エコカー減税
●環境性能割 軽減

約 42,300 円軽減

約 3,800 円減税

エコカー減税（自動車重量税）

100%減税

58,600円も優 遇

●グリーン化特例

Photo：特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”
（5人乗り）
［ベース車両はS
（5人乗り）
］
。
ボディカラーはシルバーメタリック
〈1D6〉
。

約 18,000 円減税

約

50 ％

平成30年
排出ガス規制適合

●環境性能割 軽減

約 95,100 円軽減

約

25%減税

登録車

減税

平成17年排出ガス規制値
75％低減

or

2020年度燃費基準
達成〜＋10％

減税

自動車重量税

110,100円も優 遇

対象グレード ： ガソリン車 2WD車
特別仕様車 FUNBASE G
“Safety Edition”
（ガソリン車・5人乗り・2WD）
の場合
●エコカー減税

5,700 円減税
約

● 環境性能割 軽減

対象グレード ：
ガソリン車 1.5L 2WD CVT車

対象グレード ：
ガソリン車 1.5L 2WD CVT車

EX（2WD）の場合

EX（2WD）の場合

●エコカー減税

約 5,700 円減税

40,900円も優遇

■エコカー減税（環境対応車 普及促進税制）、環境性能割
■掲載の内容は2020年12月9日現在のものです。

Photo：EX
（2WD）。
ボディカラーは
シルバーメタリック
〈１F７〉。

減税

自動車重量税

対象車

通常の税率

平成17年
排出ガス規制値
75％低減

2020年度燃費基準＋20％達成以上

+

臨時的軽減後の税率

2019年10月1日から
2021年3月31日までの間

非課税

非課税

2020年度燃費基準＋10％達成

1.0％

2020年度燃費基準達成

2.0％

1.0％

3.0％

2.0％

＊2「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車（平成30年排出ガス規制適合［3.5t以下の自動車］
または平成21年排出ガス規制からＮＯｘ10％低減達成）、
プラグインハイブリッド車およびクリーンディーゼル車（平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合）
です。

2%分が軽減

約 35,200 円軽減

25％

（自家用の乗用車）

平成30年
排出ガス規制値 or
50％低減以上

環境性能割の臨時的軽減
環境性能割の税率

平成27年度燃費基準
＋15％達成以上

自動車重量税

上記以外の車

エコカー減税（自動車重量税）

+

の軽減期間が延長されました

93,200円も優 遇

3%分が軽減
約 15,000 円減税

対象グレード： 全グレード
Photo:Z。
ボディカラーはスーパーホワイトⅡ
〈040〉。

or

2019年10月1日から2021年3月31日までの間に自家用の乗用車（登録車・軽自動車）
を購入する場合、環境性能割の税率1％分が軽減されます。

環境性能割の臨時的軽減
環境性能割の税率

or

電気自動車等＊2

Zの場合
●エコカー減税

Photo:特別仕様車
FUNBASE G
約
“Safety Edition”
（ガソリン車・5人乗り・2WD）
［ベース車両はFUNBASE G］。
ボディカラーはシルバーメタリック
〈1F7〉。

環境性能割

約 69,500 円軽減

約 5,700 円減税

約 12,500 円減税

約

73,400円も優 遇
2020年度燃費基準
＋20％〜＋30％

MODA“G package”（ 2WD）の場合
●エコカー減税

●グリーン化特例

平成21年排出ガス規制値より
NOx・PM10%低減

+

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）

対象グレード： 全グレード

Photo：MODA“G package”（2WD）。
ボディカラーはダークエメラルドマイカ
〈G58〉。

約 15,000 円減税

約

対象グレード ： 2WD車
●環境性能割 軽減

平成30年排出ガス規制値
50％低減以上

●グリーン化特例

●環境性能割 軽減

●エコカー減税

2020年度燃費基準
＋40％〜＋90％

+

or

＊1燃料電池車、
プラグインハイブリッド車、
クリーンディーゼル乗用車、
2020年度燃費基準＋90％達成車が減税の対象となります。

RS Advance（3.5L ハイブリッド車）の場合

（新規登録車）

初回継続車検時も

50%減税

対象グレード ： 3.5L車（車両重量1,880kg未満）

自動車税を減税

自動車重量税 が軽減されます!！

プラグインハイブリッド車

●グリーン化特例

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）

3%分が軽減

環境性能割の税率

2021年4月30日まで

or

約 15,000 円減税

エコカー減税（自動車重量税）

購入翌年度の

燃料電池車

●エコカー減税

Photo：HYBRID Gi。
ボディカラーはボルドーマイカメタリック
〈3R9〉。

自動車重量税を減税

自家用乗用車購入時の
税率1%分を軽減

（環境対応車 普及促進税制）

HYBRID Giの場合
対象グレード ： ハイブリッド車

購入時の

エコカー減税

●グリーン化特例

約 82,100 円軽減

グリーン化特例

124,100円も優 遇

HYBRID ZSの場合
対象グレード ： ハイブリッド車

環境性能割 臨時的軽減

（新規登録車）

●グリーン化特例

約 82,100 円軽減

エコカー減税

約

● 環境性能割 軽減

約 27,200 円軽減

32,900円も優遇

臨時的軽減、
グリーン化特例について、詳しくは中面をご覧ください。

グリーン化特例 ご購入翌年度の自動車税が優遇されます!！
2021年3月31日までの新規登録車

燃料電池車

●エコカー減税

約 5,700 円減税

Photo：EX
（2WD）。
ボディカラーは
シルバーメタリック
〈１F７〉。

約

● 環境性能割 軽減

約 29,800 円軽減

35,500円も優遇
AT20G006 - 2012

or

プラグインハイブリッド車

or

●ご購入時には、減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。

平成30年排出ガス規制値

平成30年排出ガス規制値

50％低減以上

or

クリーンディーゼル乗用車

●詳しくは販売店におたずねください。

or
平成17年排出ガス規制値
75％低減

50％低減以上

+

2020年度燃費基準
＋30％〜＋90％

概ね

75％
減税

or
平成17年排出ガス規制値
75％低減

+

2020年度燃費基準
＋10％〜＋20％

概ね

50％
減税

代理店

“エコカー減税”＋“環境性能割 臨時的軽減”＋“グリーン化特例”対象車ラインアップ
（環境対応車 普及促進税制）

●減税額表示について

エコカー減税､グリーン化特例の減税率および環境性能割 臨時的軽減率について詳しくは表紙をご参照ください。

エコカー減税（自動車重量税）

100%減税

100 %減税

初回継続車検時も自動車重量税

環境性能割の臨時的軽減
環境性能割の税率

3%分が軽減

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）
概ね

CEV補助金
（クリーンエネルギー
自動車導入事業費補助金）

75%減税

Z“Executive Package”の場合
● 環境性能割 軽減

●エコカー減税

対象グレード ： 全グレード

取り扱いについて、詳しくは各販売店に
お問い合わせください。
Photo：Z“Executive Package”。
ボディカラーはブラック
〈202〉。
内装色のホワイト＆ダークブラウン・サテンクローム加飾は設定色
（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。

約 30,000 円減税

1,173,000円

約

1,419,000円も優遇

● 環境性能割 軽減

約 30,000 円減税

●CEV補助金

●グリーン化特例

約 27,000 円減税

約 88,700 円軽減

220,000円

約

365,700円も優遇

● 環境性能割 軽減

約 30,000 円減税

対象グレード ： 全グレード
Photo：G。
ボディカラーはグレーメタリック
〈1G3〉
。

約 32,500 円減税

220,000円

約

397,600円も優遇

初回継続車検時も自動車重量税
約20,000円減税！

TZ-Gの場合
対象グレード ： ディーゼル車

約 37,500 円減税

初回継続車検時も自動車重量税

約 135,700 円軽減

約 37,500 円減税

26,000円

100 %減税＊

環境性能割の臨時的軽減
環境性能割の税率

3%分が軽減

約

236,700円も優遇

75%減税

対象グレード ： ハイブリッド車
Photo：HYBRID W×B（２WD）。
ボディカラーはブラックマイカ
〈209〉。

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）
概ね

Photo:HYBRID Z（2WD）。
ボディカラーはブラスゴールドメタリック
〈5C2〉。

●エコカー減税

●環境性能割 軽減

約 22,500 円減税

約 63,400 円軽減

対象グレード ： ハイブリッド車
Photo:G Cuero（ハイブリッド車・7人乗り・2WD）。
ボディカラーはエアーイエロー
〈5B6〉。

●グリーン化特例

約 22,500 円減税

約

108,400円も優 遇
対象グレード ： ハイブリッド車

Photo:HYBRID G（2WD）。
ボディカラーはアイスピンクメタリック
〈3U6〉。

●エコカー減税

●環境性能割 軽減

約 22,500 円減税

約 52,200 円軽減

●グリーン化特例

約 22,500 円減税

約

97,200円も優 遇

●エコカー減税

Photo：HYBRID G“Z”。
ボディカラーはシアンメタリック
〈8W9〉
。

●環境性能割 軽減

約 22,500 円減税

約 69,700 円軽減

●グリーン化特例

約 27,000 円減税

約

119,200円も優 遇

Photo：S（2.5L ハイブリッド車）。
ボディカラーはブラック
〈202〉。

約 30,000 円減税

●環境性能割 軽減

Photo:G“レザーパッケージ”
（２WD）。
ボディカラーはダークブルーマイカメタリック
〈8W7〉。

Photo：HYBRID V L エディション
（7人乗り・E-Four）。
ボディカラーはグラファイトメタリック
〈4X7〉。

約 127,600 円軽減

●エコカー減税

約 30,000 円減税

●環境性能割 軽減

約 106,300 円軽減

約 32,500 円減税

約

190,100円も優 遇

Photo：A“ツーリングセレクション”（2WD）。
ボディカラーはブルーメタリック
〈8X7〉。

約 30,000 円減税

●エコカー減税

約 22,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 75,500 円軽減

●環境性能割 軽減

約 110,900 円軽減

約

173,400円も優 遇

●グリーン化特例

約 32,500 円減税

●エコカー減税

約 30,000 円減税

●環境性能割 軽減

約 98,800 円軽減

●グリーン化特例

約 32,500 円減税

約

161,300円も優 遇

●エコカー減税

約 22,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 74,700 円軽減

●グリーン化特例

約 27,000 円減税

約

124,200円も優 遇

●エコカー減税

約 22,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 68,700 円軽減

約

118,200円も優 遇

約

108,300円も優 遇

約

208,700円も優 遇

約

205,100円も優 遇

約

242,000円も優 遇

●グリーン化特例

約 27,000 円減税

●エコカー減税

約 22,500 円減税

約

168,800円も優 遇

●環境性能割 軽減

約 63,300 円軽減

●グリーン化特例

約 22,500 円減税

●エコカー減税

約 37,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 138,700 円軽減

●グリーン化特例

約 32,500 円減税

●エコカー減税

約 37,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 135,100 円軽減

●グリーン化特例

約 32,500 円減税

約 45,000 円減税

●環境性能割 軽減

約 159,500 円軽減

●グリーン化特例

約 37,500 円減税

初回継続車検時も自動車重量税
約30,000円減税！

HYBRID EXの場合
対象グレード ： ハイブリッド車

●グリーン化特例

約 32,500 円減税

Photo:Premium（6人乗り）。
ボディカラーはブラック
〈202〉。

Photo：HYBRID EX。
ボディカラーはスーパーホワイトⅡ
〈040〉。

●エコカー減税

約 22,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 52,100 円軽減

●グリーン化特例

約約
22,500
29,500円減税
円減税

約

97,100円も優 遇

HYBRID EXの場合

A“ツーリングセレクション”（ 2WD）の場合
対象グレード ： 全グレード

112,600円も優 遇

Premium（6人乗り）の場合

●グリーン化特例

G“レザーパッケージ”（ 2WD）の場合
対象グレード ： 全グレード

●エコカー減税

●エコカー減税
●エコカー減税

約

HYBRID V“L エディション”（ 7人乗り・E-Four）の場合

対象グレード ： 全グレード

S（2.5L ハイブリッド車）の場合
対象グレード ： 2.5L車

Photo:HYBRID SR C パッケージ
（7人乗り・E-Four）。
ボディカラーはダークレッドマイカメタリック
〈3Q3〉。

対象グレード ： ハイブリッド車

HYBRID G“Z”の場合

対象グレード ： ハイブリッド車

約 27,000 円減税

HYBRID SR“C パッケージ”（7人乗り・E-Four）
の場合

HYBRID G（2WD）の場合
対象グレード： ハイブリッド車 2WD車

約 63,100 円軽減

●グリーン化特例

G Cuero（ハイブリッド車・7人乗り・2WD）の場合
＊2020年度燃費基準＋90％達成車、
＊平成32年度燃費基準＋30％達成車は、
減税の対象外となります。
クリーンディーゼル乗用車が減税の対象と

HYBRID Z（2WD）の場合
対象グレード ： ハイブリッド車

約 22,500 円減税

●環境性能割 軽減

HYBRID W×B（2WD）の場合

●CEV補助金

●グリーン化特例

初回継続車検時も自動車重量税
約25,000円減税！

Photo:TZ-G。
ボディカラーはスーパーホワイトⅡ
〈040〉。

対象グレード ： ハイブリッド車

Photo：G。
ボディカラーはメタルストリームメタリック
〈1K0〉
。

● 環境性能割 軽減

●エコカー減税

Gの場合

●CEV補助金

●グリーン化特例

約 115,100 円軽減

●エコカー減税

対象グレード ： ハイブリッド車

Photo：HYBRID G。
ボディカラーはシルバーメタリック
〈1D6〉
。

Gの場合
●エコカー減税

CEV補助金による
最大補助金額

HYBRID Gの場合

初回継続車検時も自動車重量税
約20,000円減税！

Photo：A。
ボディカラーはスピリテッドアクアメタリック
〈791〉。

100%減税

対象グレード ： ハイブリッド車

Photo:Z（ハイブリッド車・2WD）。
ボディカラーはダークブルーマイカ
〈8X8〉。

●エコカー減税

対象グレード ： 全グレード

グリーン化特例減税額

（ご購入翌年度の自動車税）

Z（ハイブリッド車・2WD）
の場合

初回継続車検時も自動車重量税
約20,000円減税！

Aの場合

エコカー減税（自動車重量税）

対象グレード ： ハイブリッド車

●CEV補助金

約 18,500 円減税

約 197,500 円軽減

環境性能割軽減額

（新車購入時）

HYBRID S（2WD）の場合

Photo：HYBRID S（２WD）。
ボディカラーはセレスタイトグレーメタリック
〈1K3〉。

●グリーン化特例

エコカー減税額

（自動車重量税）

●グリーン化特例

約 27,000 円減税

約

125,000円も優 遇

対象グレード ： ハイブリッド車
Photo：HYBRID EX。
ボディカラーはスーパーホワイトⅡ
〈040〉。

●エコカー減税

約 22,500 円減税

●環境性能割 軽減

約 55,900 円軽減

●グリーン化特例

約約
22,500
29,500円減税
円減税

約

100,900円も優 遇

【●…エコカー減税（環境対応車 普及促進税制） ●…環境性能割 臨時的軽減 ●…グリーン化特例 ●…CEV補助金（クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金）】
●「エコカー減税」
の対象車は、
自動車重量税の軽減措置が2021年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。 ●新車取得時に自動車重量税100%減税の車（燃料電池車、
プラグイン ハイブリッド車、
クリーンディーゼル乗用車、2020年度燃費基準＋90％達成車）については、初回継続車検時にも100%減税が適用されます。 ●車両の減税額はオプションを含まない車両
重量、
メーカー希望小売価格（東京地区）
をベースに試算しています。 ●2019年10月１日から自動車取得税は廃止となり、
自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う環境性能割 が導入されました。 2019年10月１日から2021年3月31日までの間に自家用の乗用車（登録車・軽自動車）
を購入する場合、環境性能割の税率１％分が軽減されます。 ●●●ご購入時期
によっては減税率が異なる、
もしくは減税対象外となる場合がございます。 ●●自動車税は都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がございます。 ●グリーン化 特例に伴うご購入翌年度の自動車税の軽減措置は2021年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。 ●グリーン化特例に伴う自動車税減税額については、翌年度の支払い分が減税と
なります。
ご購入時には減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。 ●2020年度CEV補助金は2020年2月22日から2021年2月19日までに新規ご登録済みの自家用車が対象となり、補助金 を受給するには定められた期間（4年または3年）の保有義務があります。 ●補助金の申請は、購入代金の全額支払い完了後、車両登録後1ヶ月以内に補助金交付申請書等の必要書類を次世
代自動車振興センターに提出することで完了します。 ●審査後に承認されると、
センターから補助金が交付されます。
クレジット契約等の購入の場合は、代金の支払いを証明する信憑（領収書）の 写しと、車両の使用者を証明する保管場所標章番号通知書（車庫証明書）、
または任意自動車保険契約書が必要となります。 ●申請書受付期間は2021年3月1日までです。
（ 次世代自
動 車 振 興センター必 着 ）予 算 残 額の状 況によっては申請 書 受 付 期 間が短 縮される場 合があります。 ●補助金の予算超過によっては申請受付期間中であっても補助金額が変動する 場合がございます。 ●お住まいの地域によっては、当該補助金に加え、
さらに地方自治体独自の補助金が対象となる場合がございます。
グレードにより、補助金額が異なる場合がございます。
●●●●グレード、
オプション選択等の諸条件によっては、軽減措置の適用内容が変わる場合がございます。 ■掲載の内容は2020年12月9日現在のものです。予告なく変更となる場合がご ざいます。 ■一部取り扱いのない車種が掲載されている場合がございます。詳しくは販売店スタッフにおたずねください。

