
ナビ１インチにつき

エントリーナビと
QMI ボディコートを装着すると ナビ半額

■対象車種：ピクシスシリーズを除く全車種　　■販売店オプションのナビゲーションが対象となります。

つながる金利マイナスキャンペーン
金利優遇メニュー適用で

◆T-Connect ナビ装着で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆コネクティッドカーの場合★１・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆下取り車があると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆当社加入の TS CUBIC CARD★２で使ってバックをご利用いただくと・
◆割賦お支払中の方★３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.3%

■割賦回数は、残価設定型割賦の場合３６回以上・残額据置き払いプランの場合は２回、及び元金１００万円以上が対象条件となります。
※全車種が対象。
★１　対象車種は、新型プリウス、プリウスPHV、カローラスポーツ。
★２　新規加入、当社発行カードをお持ちの方、他トヨタ発行のカードを当社へ変更（帰属店変更）が対象となります。
★３　当社との割賦ご契約中の方が対象となります。

T-Connect ナビと
QMI ボディコートを装着すると

ナビ キャンペーン

１万円引き
例えば･･･８インチナビなら８万円引き

特典１

特典２

新車ご成約特典新車ご成約特典

春のカローラ祭り春のカローラ祭り
３/16（土） ▶ 31（日）
※毎週月曜日は定休日です。

最大1.５%金利マイナス

ノア HYBRID Si(1.8L＋モーター・2WD)

車両本体価格※１ 3,286,440円（消費税込）

１回目お支払額　（A）　　　　 
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
②当社にクルマをご返却　　   　　    　
③クルマをお買い上げ（B）  
お支払総額合計  （A+B）　

     1,811,359 円

              →  0 円
              →  0 円　
→  1,610,350円
     3,421,709 円 
（実質年率2.8％）

ご成約特典対象①・②

Photo：HYBRID Si（2WD）ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は
　　　　メーカーオプション＜32,400円＞となります。

試乗ＯＫ

ノアが
1,811,359円で乗れる
＜つながる金利マイナスキャンペーン適用時＞

残額据置き払いプランお支例※２



春のカローラ祭り　おすすめ車
新型プリウス
Aプレミアム“ツーリングセレクション”
(1.8L＋モーター・2WD)

車両本体価格※１ 2,419,200円（消費税込）

１回目お支払額　（A）　　　　 
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
②当社にクルマをご返却　　   　　    　
③クルマをお買い上げ（B）  
お支払総額合計  （A+B）　

     1,886,827 円

              →  0 円
              →  0 円　
→  1,510,760円
     3,397,587 円 
（実質年率2.5％）

ご成約特典対象①・②

Photo ：Aプレミアム“ツーリングセレクション”（2WD）ブルーメタリック〈8X7〉

カローラ スポーツ
G“Z”(2WD)

車両本体価格※１ 3,284,280円（消費税込）

１回目お支払額　（A）　　　　 
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
②当社にクルマをご返却　　   　　    　
③クルマをお買い上げ（B）  
お支払総額合計  （A+B）　

     1,389,832 円

              →  0 円
              →  0 円　
→  1,112,830円
     2,502,662 円 
（実質年率2.5％）

ご成約特典対象①・②

プリウスが
1,886,827円で乗れる

Photo ：G“Z”（2WD）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＞となります。

３/16（土）17（日）.23（土）24（日）.30（土）31（日）
10:00～16：00　※天候条件により中止させて頂く場合がございます。

開催店舗：甲府本店・吉田店

カローラ山梨公式ＬＩＮＥ@

お友だち募集中
新型車やイベント情報・
お得なクーポンなど
今すぐＧｅｔ！

お友だち追加は
右記のＱＲ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。
●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。

試乗ＯＫ

試乗ＯＫ

カローラ スポーツが
1,389,832円で乗れる

残額据置き払いプランお支例※２
＜つながる金利マイナスキャンペーン適用時＞

＜つながる金利マイナスキャンペーン適用時＞

残額据置き払いプランお支例※２



１６ 土

毎週月曜日 定休日

３１ 日～

＊表示価格は税込みです

DC-DR651

本体価格 42,800 円

16GB microSD付属 （最大32GB対応）

ﾌﾛﾝﾄ 200万画素 ﾘｱ 100万画素

駐車監視機能搭載 録画時間 0.5～12 時間

Rｶﾒﾗｹｰﾌﾞﾙ5M仕様

DRC-32ST5T（７T）

本体価格 40,60０ 円 （Rｶﾒﾗ5M ｹｰﾌﾞﾙ ﾓﾃﾞﾙ）

16GB microSD付属 （最大32GB対応）

ﾌﾛﾝﾄ 200万画素 ﾘｱ 200万画素 ｵｰﾋﾞｽ案内機能（更新可）

* 駐車ﾓｰﾄﾞ録画電源ﾕﾆｯﾄ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）録画時間 2～24 時間

別途 5,400円

本体価格 41,00０円 （Rｶﾒﾗ7M ｹｰﾌﾞﾙ ﾓﾃﾞﾙ）

・GPS 搭載 ・3年保証 ・運転支援 ・HDR 夜間補正 モデル

16GB microSD付属（最大32GB対応）

200万画素 安全運転支援機能（逆走お知らせ）

駐車監視機能 ３０分～１２時間

DC-DR531

本体価格 35,９００ 円

取付工賃別途 4,320円～前後タイプ 取付工賃 10,800円～ * 取付商品 車種（装備）オプション等により異なります。

オービス

軽・普乗用車 2,000円

ＲＶ車 3,000円
タイヤ の運搬がなくなり 楽々！

・軽自動車クラス 12,500～13,500円

・小型車クラス 13,500～15,000円

・普通車クラス 15,000～17,000円
※履き替え工賃別途 1年毎の契約

春のカローラ祭り



11,500円 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！

１２ヶ月定期点検はブレーキ・エンジン
下廻り等２６項目

３６ポイントの分解整備・調整です。

お出掛け前に愛車チェック バッテリー・タイヤチェックも一緒に実施！

★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

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

強力マグネットで 車のボディにピタリと固定

緊急時に発煙筒を使えますか？ ５分以内に緊急車両は到着しません。

アクア サイズ 175/65R15

47,416円4本工賃込

＊価格にホイルは含まれません

シチュエーションに応じて使い分けが可能。
切り替えは純正スイッチでOK。
特別な配線やスイッチの追加は不要

工賃別途18,360円


