カローラ夏得フェア
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～２６

6 日、10 日～16 日、2０日、27 日は定休日となります

ヨーヨー釣り開催！
！

子供も大人も
楽しめる
お子様
OK
には

安全安心

Photo : カローラスポーツ G

次世代型 Toyota Safety Sense※４
・プリクラッシュセーフティ 【自動ブレーキ】
・レーントレーシングアシスト 【ハンドル操作サポート】
・レーダークルーズコントロール 【追従ドライブ支援機能】
・オートマチックハイビーム 【自動ハイビーム】
・ロードサインアシスト 【標識読み取りサポート】

ボディカラー : ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション（32,400 円）。

新発売 カローラスポーツ
ご成約特典対象
G
① ②
（1.２Ｌターボ・２ＷＤ）【5 人乗り】

車両本体価格

※１

2,257,20０円（税込）

６MT 車は平成 30 年 8 月発売予定（G“Z”、G、G“X”に設定）。
残額据置き払いプラン

クルマとつながる

お支例※２

カローラスポーツが

１回目お支払額

1,623,209 円

２回目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） → 1,038,310 円
お支払総額合計 （A+B）
2,661,519 円
（実質年率 4.0％）

で乗れる

（A ）

カローラスポーツ試乗キャンペーン

カローラスポーツ

LINE マイカーアカウント※５

1,623 , 209 円

ＬＩＮＥを介して愛車と会話。
出発前に知りたい情報などを教えてくれる。

オペレーターサービス
走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターが
細やかにお応え。

ご成約特典 ①
カローラスポーツ

1,000

QUO カード１,０００円分

１品プレゼント
バックガイドモニター

お友だち
募集中

イベント情報
お得なクーポンなど
今すぐＧｅｔ！！

カメラ一体型
ドライブレコーダー

ETC 車載器

カローラ山梨公式ＬＩＮＥ＠

※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
額据置き払いプランは３年（２回払い）。上記プランはあくまでも目安としての試算例です。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。★残額据置き払いプラン２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。※４Ｔｏｙｏｔａ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｅｎｓｅは予防安全パッケージです。■安全装置の各機能の作動には、速度や対象物等
の条件があります。また、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。詳しくは、取扱説明書、またはＷＥＢをご覧いただくか、営業スタッフへお尋ねください。■安全装置はドライバーの安全運転を支援するためのものです。機
能を過信せず、安全運転を心掛けてください。※５“LINE”は LINE 株式会社の商標または登録商標です。●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。

ご成約特典 ②

ご成約特典 ③

８月１日（水）～９日（木）までの期間限定

トヨタ博物館カレー ３万円分
カローラ夏得フェア オススメ車

ご成約特典対象

パッソ

OK

② ③

X “L package S”
（1.0L・２ＷＤ）
【5 人乗り】

車両本体価格※１ 1,317,600 円（税込）
残額据置き払いプラン
１回目お支払額

パッソが

1,055,297 円
で乗れる
Photo : パッソ Ｘ “Ｌ package・S” ボディカラー : ファイアークォーツレッドメタリック<R67>

お支例※２
（A）

1,055,297 円

２回目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） → 527,040 円
お支払総額合計 （A+B）
1,582,337 円
（実質年率 4.0％）

残額据置き払いプラン
残額据置き払いプランとは、あらかじめ設定した
3 年後の残価を据え置いて、残りの金額を購入時
に一括払いにするプランです。
月々のお支払いが無く、購入時にご用意いただく
負担が軽減できます。
メリット ①
予算の範囲で
ワンランク上のクルマに乗れる！

メリット ②

メリット ③

ライフスタイルの変化に合わせて
乗り換えられる！

インテリジェントクリアランスソナー体感試乗会

購入資金を抑えられるため
手元に資金を残せる！

開催！

あなたもこんな経験ありませんか？
・約束時間を過ぎて、焦っていてアクセルを踏み間違えそうになって、ヒヤリ！
・疲れが溜まっていたので、とっさの判断が遅れて、ヒヤリ！
運転操作ミスによる事故の約半数は、ブレーキ操作ミスやアクセルの踏み
間違いによるものです。このようなアクセルの踏み間違いなどで起こる衝突を
緩和し、被害の軽減に寄与するシステムをお店でご体感いただけます！
※天候により中止させていただく場合がございます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせ下さい。

開催日 ４日（土） ５日（日）

カローラ山梨からのお知らせ

開催日 １８日（土） １９日（日） ２５日（土） ２６日（日）

8 月 10 日（金）～16 日（木）まで夏季休業となります。

※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 残額
据置き払いプランは３年（２回払い）
。上記プランはあくまでも目安としての試算例です。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。★残額据置き払いプラン２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。●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。

４土

２６ 日

～

毎週月曜日定休日・10日(金)から16日(木)は
定休日となります。

夏のお出かけ前！ おすすめ商品
長距離ドライブの後におすすめ！
１０ミニッツサービス 虫取り

もしも…の時のアイテム

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。

取付工賃込

32,000円 当社で一番売れています
ＤＲＣ－３１０

楽しさ広がる新感覚 スマホWi-Fi 接続ドラレコ

18年
春版

最新版で時間短縮・ガソリン・高速代も節約

SDタイプ
micro SDタイプ
HDD（書換）
HDD（USB 書換）

＊表示価格は税込みです

取付工賃込

21,000

なら

SDREC16

円

スマホ操作だから簡単

Mirumo eye ２CH
車両前方と後方を同時にFULL HD録画
商品価格（前後SET）工賃別途

40,608円

あおり運転もバッチリ記録

（7Mｹｰﾌﾞﾙ仕様41,008円）

※取付工賃は車種により異なります

DRC-31M＋SDC-31 （SDC-31-7）

お出掛け前のメンテナンスはいかがですか。バッテリー・タイヤチェック（ワックス含）も一緒に実施
お出掛け前に

１２ヶ月定期点検はブレーキ・エンジン・下廻り等２６項目

★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

３６ポイントの分解整備・調整です。

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！

安全点検・12ヶ月点検とご一緒に
低燃費性能・ロングライフ性能・ウェット性能
快適な乗り心地を兼ね備える スタンダードエコタイヤ

アクア サイズ 175/65R15
4本工賃込

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

点検実施価格 軽・普通車

47,416円

＊価格にホイルは含まれません

カローラ山梨公式
ＬＩＮＥ＠イベント情報
お得なクーポンなど

H4・LEDﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ交換
工賃込 27,800円

車検・12ヶ月点検時におすすめ！
定価2,808円を
LINE 友だち価格

1,800円

有効期限 平成30 年9 月30 日（日）18 時まで

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｸﾘｰﾝｴｱﾌｨﾙﾀｰ
ﾋﾞﾀﾐﾝC放出ﾀｲﾌﾟ

全品 １０％ OFF

