
※１ 車両本体価格にはパンク修理キット、タイヤ交換工具が含まれます。車両本体価格にはオプション価格は含まれていません。リサイクル料金が別途必要となります。保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。※２
残価設定型割賦プランはあくまでも目安としての試算例です。５年（６０回払い）。初回お支払い月 ２０２１年２月、ボーナスお支払い月 ８月／１月の場合 お支払いについてはこの他にも様々なプランを設定できます。★最終月６０回目につい
て 当店に車両をご返却の上、新しいクルマにお乗換えの場合（①）、及び当店にクルマをご返却の場合(②)は、最終月のお支払いは不要ですが、その際の車両状態が事前に定めた規定外である場合には、別途差額をいただきます。クルマお買い上げ
(③)の際に引き続き分割払いされる場合、別途条件がございます。設定残価は、車両状態が事前に定められた場合のみ保証いたします。※３ 試乗車の詳細は各店へお問い合わせ下さい。※４ 入荷済み車とはすぐにご納車できるよう、あらかじめ入
荷してある車のことです。●ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。●表示価格はすべて消
費税込の価格です。◆詳しくは、営業スタッフにお問い合せください。

ノア 特別仕様車 Si “Ｗ×ＢⅢ”

2.0L（ガソリン車）･２ＷＤ・ＣＶＴ【７人乗り】

車両本体価格※1 2,940,300円

金利マイナス

実質年率

金利サポート

金利優遇メニュー適用で

最大1.５％

※ 割賦回数36回以上、及び元金100万円以上が条件となります。
残据ＺＥＲＯプランは除く。

残価設定型割賦プランお支例 ※２

割賦元金 2,500,000円
ご購入時頭金(頭金＋下取車) 440,300円
初回お支払額 18,402円
月々お支払額 16,200円×49回
ボーナス月お支払額 100,000円×9回
頭金+初回から59回までの
お支払額合計 （A） 2,152,502円

最終回のお支払い方法を選択いただけます。
①当社で新しいクルマにお乗りかえ → 0円
②当社にクルマをご返却 → 0円
③クルマをお買い上げ（B） → 1,058,500円
お支払総額合計 （A+B） 3,211,002円

金利サポート適用時 実質年率3.0％

ノアが残価設定型割賦なら

月々16,200円で乗れる

トヨタ・レクサスの共通IDを
新規取得またはお持ちの方

◆ -0.5%
T-Connectナビ、または
T-Connectナビキット装着で

◆

下取り車があると◆

入荷済み車※４をご成約いただくと

※スタッドレスタイヤ・アルミホイールは
当社指定のメーカー及びサイズとなります。

１2/１(火）～１2/２6(土）
7日（月）8日（火）14日（月）21日（月）は定休日となります

Photo：特別仕様車 Si “Ｗ×ＢⅢ”（ベース車両はＳi) ボディカラー : ブラック<２０２>

残価設定型割賦でご成約いただき、
車検含むメンテナンスパックにご加入で

ＱＭＩグラスシーラント
タイプＴⅡプレゼント

試乗ＯＫ※3

子育て応援プロジェクト対象

①

オプション用品５万円分サポート

ミニバンサポートキャンペーン 対象車種

アルファード
ヴェルファイア
ノア
ヴォクシー
エスクァイア

歳末謝恩フェア おすすめ

歳末謝恩フェア

対象車種にトヨタ純正12.1型後席ディスプレイと

トヨタ純正ドライブレコーダーを同時装着いただくと

歳末謝恩フェア 新車ご成約特典

② ③

④

スタッドレスタイヤ ＋
アルミホイールセット
プレゼント

-0.5%

-0.5%



新車・中古車 ご成約特典

新車・中古車を、妊娠中・子育て中の
パパ・ママがご購入された場合

※チャイルドシートは、当社指定のものとさせていただきます。※新車・中古車のご契約者（買主）または登録名義人がご成約時点で、妊娠されている方、または新生児～満4歳までの子育て中の方が対象となります。
※ご契約時に母子手帳等、お子様の年齢が分かるものをコピーさせていただきます。※おクルマのご契約1台につき1点まで。※ご納車時の贈呈式の写真を、カローラ山梨ホームページ・ＬＩＮＥ等に掲載させていただきます
のでご了承ください。※当キャンペーンは予告なく変更、終了することがあります。◆詳しくは営業スタッフへお問い合わせ下さい。

守ろう！小さな笑顔。子育て応援プロジェクト

小さな笑顔を守るために、カローラ山梨だからできることがあります。

「チャイルドシート」
または

「ジュニアシート」の
どちらか1点プレゼント

トヨタ
純正

カローラ山梨
LINE公式アカウント
お友だち募集中

新型車やイベント情報など今すぐGet!

お友だち追加は右記のQRコードから！

今月末で終了 今がチャンス！
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＊表示価格は税込みです 

 
 
   

通常価格 6,600円 特別価格 
アルコールの１０万倍の除菌力 
  車内のウイルスを除菌・抗菌＋消臭に 

2,600円 
ゲル式／スプレー式  

価格 2,887円を 

※在庫が無くなり次第、販売終了となります。 

長距離ドライブの後におすすめ！ 

バンパー 虫取りサービス  500円 

バンパーに付着した落ちにくい虫の汚れをクリーナーを使用して除去します。 
※汚れが落ちない場合はキズ等別の原因が考えられます。 

   点検同時価格 軽・普通車 1,500円 １BOX・RV車 2,000円 

    単体実施価格 軽・普通車 2,500円 １BOX・RV車 3,000円 

セダン系 3,000円 １ＢＯＸ系 4,000円  

車内の気になるウィルス・インフル菌を除去・除菌 

半額 

1,500円 2,000円 
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★点検時洗車不要のお客様には「ティッシュBOX５箱入」を差し上げます 

3,500円 エンジンルーム・下廻り・室内等 
１０項目２２ポイントの点検です！ 

★タイヤワックス無料実施 ！ 

軽・普通車 

RV･ﾐﾆﾊﾞﾝ 

・軽自動車クラス 13,500～14,500円  
・小型車クラス  14,500～16,500円  
・普通車クラス  16,500～18,500円 

※ 履き替え工賃別途 1年毎の契約 

 ※タイヤ の運搬がなくなり 、履き替え日の予約でOK 

 

 

✿クラス分けはタイヤサイズでいたします、詳しくはスタッフまで 

冬タイヤ履き替え 
 （ホイル付４本） 

早めの冬支度を、履き替えのご予約承ります!  

軽・普乗用車 ＲＶ車 2,000円 3,000円 

✿価格は別紙 スタッドレスタイヤ祭りチラシをご覧ください。 
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ブザー音 

取付可能車 増加中 
アクア・ノア・シエンタ 
スペイド・プロボックス 
の一部の年式のみ 
 
詳しくはスタッフまで 

ＰＣＳブレーキ作動 



✦ブレンドオイル１ℓ 

1,１００円 

軽から普通車のガソリンエンジンの状態に 
合わせたオイル粘度に調整可能オイルです 

工賃込み 
お試し価格 

・金属摩擦の低減 
・ドライスタート防止 
・不純物付着防止 
・パワーロス低下 

※内部の曇りは取れません 

早く来ないと 
消えそぅ…。 

非常信号灯（ライト付きタイプ） KS-100L3 
赤点滅 赤点灯 白点灯 ステップアップ切替 

20時間 
  点滅 

点
灯 

点
灯 

非常信号灯（ライト付きタイプ） KS-100L3 
赤点滅 赤点灯 白点灯 ステップアップ切替 

早く来ないと 
消えそぅ…。 

約20時間点滅 

 特別価格4,300円 
通常価格 6,600円を 

44,220円 
 本体価格 (取付工賃別)  

前後２００万画素カメラ搭載 
リヤカメラ暗所補正追加 
後方キャッチ機能追加 
(あおり運転と認識すると自動録画) 

前後200万画素 
カメラ搭載 
駐車監視標準装備 

NEW 

47,080円 
 本体価格 (取付工賃別)  

前方４００万画素・後方２００万画素 
カメラ搭載 
ＯＰ室内カメラ追加が可能 
・GPS 搭載 ・3年保証  
・運転支援 ・HDR 夜間補正  モデル 

47,080円 
 本体価格 (取付工賃別)  

※前後タイプ 取付工賃 11,000円～ * 取付商品 車種（装備）オプション等により異なります。     

DRC35ST9T 

GL-05AP 

2617800180 

国産乗用車に限る 

HV車用 販売価格5,900円を 

特別価格 4,980円 

ｶﾞｿﾘﾝ車用  販売価格5,478円を 

特別価格 4,600円 

※オイル量 ３ ℓ以下なら HV用3,650円／ｶﾞｿﾘﾝ用3,340円のミニボトルあります。 

複数の添加剤が摩擦により
複数の被膜層を形成し,金属
表面を滑らかにし、広範囲の
領域で潤滑性能を向上 約
２万キロごとの使用でＯＫ 

ご注意－ 
ヘッドライト内側の汚れは取れません 

ゲリラ豪雨・浴びせ水・夜間時などの視野を確保して安全な走行が出来ます 

雨の日の視界を守ります。大切な命を守りたい。 

2,400円 

ガソリン車用 

定価2,860円を 

2,600円 

HV車用 

定価3,080円を 

SX6000 (SX-F250HV) 

3,500円 
エンジンルーム・下廻り・室内等 
１０項目 ２２ポイントの点検です！ タイヤワックス無料実施 ！ 

★点検時洗車不要のお客様には「ティッシュBOX５箱入」を差し上げます 

 
 
   

取付車種・価格はスタッフまで 

アクアクラス   ３，０８０円 
プリウスクラス ３，７４０円 

3,740 

 

SD交換タイプ・・・・ 

micro SDタイプ・・ 
SD書換ＰＣタイプ・ 
SD書換USBタイプ 
HDD（更新ツール） 
HDD書換（USB）・・ 
 

１１月２日 新発売 

最新版で時間短縮・ガソリン・高速代も節約 

２０年 

秋版 

https://www.irasutoya.com/2017/10/blog-post_425.html
https://www.irasutoya.com/2017/10/blog-post_425.html

