花冠
花冠フェア
フェア

９ （土）～１７
９/１
～
（月・祝）
）
３日・10 日・11 日は定休日となります
は定休日となります

カローラスポーツにマニュアル車
マニュアル車新登場！
！

カムリにスポーツグレード新登場
スポーツグレード新登場！

(１．２Ｌターボエンジン
ターボエンジン車に設定)

(WS“レザーパッケージ
レザーパッケージ” ・ ＷＳ)
ＷＳ

ご成約特典
成約特典 ①
カローラスポーツ
カローラスポーツを
「残額据置き
き払いプラン」または
または
「残価設定型
残価設定型プラン」でご購入
購入いただくと
下記の中から
から

１品プレゼント
プレゼント
Photo : カローラスポーツ G“Ｚ”

ボディカラー : シアンメタリック
メタリック〈８Ｗ９〉

バックガイド
モニター

カローラ スポーツ

ETC
車載器

ご成約特典対象

カメラ一体型
カメラ
ドライブ
レコーダー

①

G“Z”（（６ＭＴ）

ご成約特典
成約特典 ②

（1.2Ｌターボ
ターボ・２ＷＤ）
【5 人乗
人乗り】

車両本体価格

新車ご成約
成約で
販売店オプション
オプション

※１

2,386,80
2,386,80０円（税込
税込）
残額据置き払いプラン
プラン

カローラスポーツ
カローラスポーツが

1,7０３
０３,５５２円
で乗れる
れる

お支例※２

１回目お支払額

（A）
）

1,703,552 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
げ（B） → 1,097,920 円
お支払総額合計 （A+B
A+B）
2,801,472 円
（実質年率 4.0％）
％）

３万円分
万円分
プレゼント
■カローラスポーツ・ピクシスシリーズを
ーラスポーツ・ピクシスシリーズを除く
ーラスポーツ・ピクシスシリーズを
全車種が対象
対象。

Photo : WS“レザーパッケージ
レザーパッケージ” ボディカラー：アティチュードブラックマイカ
アティチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ
プラチナホワイトパールマイカ
〈089〉［2PS］はメーカーオプション
メーカーオプション（８１,０００円）。

カムリ

ご成約特典対象
成約特典対象

ＷＳ “レザーパッケージ
レザーパッケージ”
レザーパッケージ

②

（2.5Ｌ+モーター
モーター・２ＷＤ）【5 人乗り】
人乗

車両本体価格

※１

4,341
4,341,60０円
円（税込）
残額据置き払いプラン
いプラン お支例※２

カムリが

２,８２８,８８８
８８８円
で乗れる

１回目
目お支払額

（A）

2,828,888 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
クルマをお買い上げ（B） → 1,953,720 円
お支払総額合計
支払総額合計 （A+B）
4,782,608 円
（実質年率 4.0％）

※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
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）
、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
、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
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
。上記プランはあくまでも目安としての試算例です。お
はこの他にも様々なプランを設定できます。★
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
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
、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
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
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
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。●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。
証いたします。●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。

昭和店
店

トヨタカローラ
トヨタカローラ山梨
山梨で今話題
今話題の“e
e スポーツ
スポーツ”を体感
体感しよう！
！
プレイステーション４「
プレイステーション４「グランツーリスモＳＰＯＲＴ
グランツーリスモＳＰＯＲＴ」による
」による
タイムアタックの順位戦︕全店で上位１０名様は決勝⼤会に進出︕︕

カローラスポーツに試乗して、

参加賞︓
賞︓スポーツドリンク
スポーツドリンク

アンケートに答えて応募。

各店優勝賞品︓ＴＲＤフェイス
各店優勝賞品︓ＴＲＤフェイスタオル
開催日程︓
日程︓ １日（土）〜９日（日） 甲府本店 吉田店
１５日（土）〜２４日（月） 甲府東店 都留店
店

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

開催日

カローラスポーツ
試乗キャンペーン
キャンペーン

1 日（土）２日（日） ８日（土）９日（日）
１５日（土）１６日（日）１７日（月・祝）

開催店舗

抽選で 1,000 名様に
カローラスポーツオリジナルデザイン

QUO カード１,０００円分
カード
円分を
プレゼント
応募期間：９月３０日（日）まで

カローラ山梨
カローラ
公式ＬＩＮＥ＠
公式 ＮＥ＠

峡東店 韮崎店 ⼤月店

お友だち
だち募集中
募集中

残額据置
残額据置き払いプラン
いプラン
残額据置き
き払いプランとは、、あらかじめ設定した
した 3 年後の残価
残価を据え置いて、残
残りの金額を購入時
購入時に一括払いにするプランで
いにするプランで
す。月々のお
のお支払いが無く、、購入時にご用意
用意いただく負担が軽減
軽減できます。
メリット１

予算の範囲
範囲でワンランク上の車に
に乗れる！

メリット２

ライフスタイルの変化に合わせて
ライフスタイルの
わせて乗り換えられる！

メリット３

購入資金を抑えられるため手元
購入資金
手元に資金を残せる！

イベント情報
情報お得な
な
クーポンなど今すぐ
クーポンなど すぐＧｅｔ！
お友だち追加
追加は
こちらのＱＲコードから
コードから！

※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
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
なります。保険料、税金（除く消費税）
、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。
、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
。上記プランはあくまでも目安としての試算例です。お
いてはこの他にも様々なプランを設定できます。★
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
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
、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
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
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
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。■
た場合のみ保証いたします。■“LINE”は
”は LINE 株式会社の商標または登録商標です。
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
●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
●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。

昭和店
店

１
9月のおすすめ商品は

秋雨到来！

１７

祝

毎週月曜日定休日・17日祝日は営業
18日火曜日は定休日となります。

超 長 寿 命 ガ ラ ス 撥 水 剤

＊表示価格は税込みです

撥水コート被膜の長持ち

QMIスーパーファインビュー
ご存知ですか？
雨の日の事故率

土 ～

「びびり症状」対策に

雨の日は路面が滑りやすいことに加え
視界が悪くなる事も様々なリスクやストレスの要因となります。
事故防止には 「雨の日の視界確保がとても大切」です。

未施工・施工後
K730

販売価格 1本当り 約１，８００円

8,640円 フロントガラス リアガラス

フロントガラスのみ施工

＋

K321
黄ばんでいませんか？貴方のライト。

左右セットで

3,000円

更に ９月イベント限定

無料交換実施！

4,320円

超微粒子コンパウンドで、デリケートな透明プラスチック素材の
細かな傷や固着した汚れを磨き落とし、新車の様な輝きを！

未施工→施工後

10,800円

同時施工

K731

施工時に同時交換は

バッテリー

F201

全品１０％ＯＦＦ

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。

タイヤホイールが盗まれる理由①
ネットオークション等で転売可能⇒足がつきづらく、犯罪グループの格好の転売ツールです。

タイヤホイールが盗まれる理由②
＊ タイヤ・ホイール窃盗までの平均所要時間：5分

トヨタ純正キー付ホイールナットで
盗難防止・安心安全を

【50系プリウスの某ネットオークション落札例】
①17インチ 新品外し タイヤ＋アルミホイール

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！

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

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

F793

新品参考価格 328,000円（ホイル19.3万円 タイヤ13.5万円 ）

車検・12ヶ月点検時におすすめ！

■ タイヤ・ホイールの盗難防止に
＊アメリカ市場での装着率
レクサス：9５％/ トヨタ：35％

＊ホイールロックのキーは専用スペースが有ります。

キーアダプター（専用工具）を使って特殊な形状(複数パターン)のナットを
通常のナットに代わって装着します。キーアダプター以外での取り外しは困難になります。

①08456-00260
②08456-00270
③08456-00380
④08456-18010

( ショート）
(ロング)
(M14/ランクル用）
(シングル/ハチロク用）

各10,800円

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

