
割賦元金
頭　　金
月々のお支払額
（　）内は初回のお支払い額
ボーナス月（8月・1月）
最終回お支払い額
お支払い合計

1,700,000円
360,000円

7,100円×48回
（8,137円）×1回
100,000円×10回

618,000円
2,326,937円月々7,100円

5年（60回）の場合
支払い例

7,100
5年（60回）の場合

車両本体価格 2,060,000円（税込）
ライズ Z ［5人乗り・2ＷＤ］ 5BA-A200A-GBSV

ライズ Zの
先進安全機能

▶スマートアシスト
　［衝突警報機能（対車両・対歩行者）／
　衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）／
　先行車発進お知らせ機能／
　全車速追従機能付ACC／
　レーンキープコントロール　ほか］

Z（2WD）。内装色はブラック。車両本体価格にはメーカーオプションのボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイ
ニングホワイトパール〈W25〉［XH3］77,000円（税込）とBSM（ブラインドスポットモニター）＋RCTA（リヤクロストラフィックア
ラート）66,000円（税込）とメーカーパッケージオプションのスマートパノラマパーキングパッケージ33,000円（税込）は含まれ
ておりません。

Xグレード 5BA‐A200A‐GBLV 1,679,000円
XSグレード 5BA‐A200A‐GBLV（S） 1,745,000円
Gグレード 5BA‐A200A‐GBXV 1,895,000円
Zグレード 5BA‐A200A‐GBSV 2,060,000円

 グレード 型 式 価 格

大胆素敵CARニバルカー

初
り売

4日5日・1月 SunSat

AM10:00～PM7:00
イオンレイクタウン店では
実施しておりません。

CARニバル期間
1/4～2/16

在庫車大放出!!

Photo：Z（2WD）。車両本体価格にはメーカーオプションの
ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×
ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉［XH6］55,000円（税込）と
BSM（ブラインドスポットモニター）＋
RCTA（リヤクロストラフィックアラート）66,000円（税込）と
メーカーパッケージオプションのスマートパノラマパーキングパッケージ
33,000円（税込）は含まれておりません。

割賦元金
頭　　金
月々のお支払額
（　）内は初回のお支払い額
ボーナス月（8月・1月）
最終回お支払い額
お支払い合計

2,000,000円
799,500円

10,400円×48回
（11,832円）×1回
100,000円×10回

811,850円
3,122,382円月々10,400円

5年（60回）の場合
支払い例

10,400
5年（60回）の場合

車両本体価格 2,799,500円（税込）
新型カローラツーリング HYBRID W×B 
［5人乗り・２ＷＤ］ ６ＡＡ-ZWE211W-AWXSB

新型カローラツーリング HYBRID W×Bの
先進安全機能
▶Toyota Safety Sense
　［レーントレーシングアシスト／プリクラッシュセーフティ／
　レーダークルーズコントロール／オートマチックハイビーム／
　ロードサインアシスト］
▶インテリジェントクリアランスソナー

Photo：カローラ ツーリング HYBRID W×B（2WD）。車両本体価格にはメーカーオプションのボディカラーの
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉33,000円（税込）は含まれておりません。

シートアレンジ
①スタンダードモード 
②6：4モード 
③フラットモード

シートアレンジシートアレンジ
①スタンダードモード ①スタンダードモード 
シートアレンジ
①スタンダードモード 
シートアレンジ
①スタンダードモード 
シートアレンジ
①スタンダードモード 
シートアレンジ
①スタンダードモード 
シートアレンジ

Photo：カローラ HYBRID W×B（2WD）。車両本体価格にはメーカーオプションのボディカラーの
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉33,000円（税込）は含まれておりません。

割賦元金
頭　　金
月々のお支払額
（　）内は初回のお支払い額
ボーナス月（8月・1月）
最終回お支払い額
お支払い合計

1,950,000円
800,000円

9,500円×48回
（12,013円）×1回
100,000円×10回

797,500円
3,065,513円月々9,500円

5年（60回）の場合
支払い例

9,500
5年（60回）の場合

車両本体価格 

2,750,000円（税込）

新型カローラ HYBRID W×B ［5人乗り・２ＷＤ］ 
６ＡＡ-ZWE211-AEXSB

HYBRID W×B（2WD）。内装色はブラック。車両本体価格にはメーカーオプショ
ンのカラーヘッドアップディスプレイ44,000円（税込）と9インチディスプレイ
オーディオ＋6スピーカー28,600円（税込）とおくだけ充電13,200円（税込）とイ
ルミネーテッドエントリーシステム（フロントコンソールトレイ・フロントカップホル
ダーランプ［LED］）13,200円（税込）とセットでメーカーオプションのオート電動
格納式リモコンドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）とブライン
ドスポットモニター＋リヤクロストラフィックオートブレーキ66,000円（税込）と
セットでメーカーオプションのエアクリーンモニターと「ナノイー」14,300円（税
込）と販売店装着オプションのT-Connectナビキット113,300円（税込）は含まれ
ておりません。

新型カローラ HYBRID W×Bの
先進安全機能
▶Toyota Safety Sense
　［レーントレーシングアシスト／プリクラッシュセーフティ／
　レーダークルーズコントロール／オートマチックハイビーム／
　ロードサインアシスト］
▶インテリジェントクリアランスソナー

詳しくは、お近くのカローラ埼玉へ！

AM10:00～PM7:00

AM10:00～PM7:00

AM10:00～PM6:00

■赤印は休ませていただきますCALENDAR■グレードによって安全装備の設定が異
なる場合があります。■グレードや安全
装備の設定によって同じ車種でも安全運
転サポート車の区分が異なる場合があり
ます。■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、販売
店スタッフにおたずねください。■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。

セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）、セーフティ・サポートカーS＜ベーシック＋＞（サポカーS＜ベーシック＋＞）、
セーフティ・サポートカー（サポカー）は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキ、ペダル踏
み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）は、プリクラッシュセーフティ（歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波
レーダーまたはレーザーレーダー+単眼カメラ方式）、インテリジェントクリアランスソナー、レーンディパーチャーアラート、アダプティ
ブハイビームシステムまたはオートマチックハイビーム装着車、またはスマートアシストⅢ装着車。セーフティ・サポートカーS〈ベーシッ
ク+〉（サポカーS〈ベーシック+〉）は、プリクラッシュセーフティ、インテリジェントクリアランスソナー装着車、またはスマートアシストⅡ
装着車。セーフティ・サポートカー（サポカー）は、プリクラッシュセーフティ装着車。

サポカー（セーフティ・サポートカー）は、
政府の定める「安全運転サポート車」の総称です。

詳細はQRコードを
CHECK！

期間中にご試乗や査定をされたお客様に

●お一組様1点とさせていただきます。
●品切れの際はご容赦下さい。

政府の定める「安全運転サポート車」の総称です。

期間中にご試乗や査定をされたお客様に期間中にご試乗や査定をされたお客様に

金銀銅 伝統和柄グラス
三客揃え

プレゼント！

＊充電電力使用時走行距離・燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象・渋滞等）や運転方法（急発進・エアコン使用等）に応じてEV走行距離・燃料消費率は大きく異なります。 ■車両本体価格は､応急用タイヤまたは、タイヤパンク応急修理キット､標準工具一式つきの価格で付属品は含まれてお
りません。税金（消費税を除く）､保険料、リサイクル料金､登録等に伴う諸費用は別途申し受けます。下取車のある場合は査定価格にて下取させて頂きます。車両本体のみでも購入できます。■グレードによって予防安全装置の設定が異なる場合があります。■グレードや予防安全装置の設定によって同じ車種でも安全運転サポート車の区分が異なる場合があり
ます。■予防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、販売店スタッフにおたずねください。■予防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。
※１　燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象・渋滞等）や運転方法（急発進・エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ※2　WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。
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割賦元金
頭　　金
月々のお支払額
（　）内は初回のお支払い額
ボーナス月（8月・1月）
最終回お支払い額
お支払い合計

2,100,000円
840,300円

13,400円×48回
（16,631円）×1回
90,000円×10回

882,090円
3,282,221円月々13,400円

5年（60回）の場合
支払い例

13,400
5年（60回）の場合

車両本体価格 2,940,300円（税込）
ノア特別仕様車 Si “W×BⅡ” ［７人乗り・２ＷＤ］ 
DBA-ZRR80W-APXSP（E）

ノア特別仕様車 
Si “W×BⅡ”の
先進安全機能

▶Toyota Safety Sense
　［レーンディパー チャーアラート／
　プリクラッシュセーフティ／
　オートマチックハイビーム］
▶インテリジェントクリアランスソナー

●バックドアガーニッシュ　メッキ加飾　
●シート　撥水機能付きファブリック
●センタークラスターパネル　
　ピアノブラック塗装　シルバー加飾付
●オートエアコン　ピアノブラックパネル

特別装備一例

割賦元金
頭　　金
月々のお支払額
（　）内は初回のお支払い額
ボーナス月（8月・1月）
最終回お支払い額
お支払い合計

1,500,000円
262,200円

9,800円×48回
（12,999円）×1回
80,000円×10回

440,550円
1,986,149円月々9,800円

5年（60回）の場合
支払い例

9,800
5年（60回）の場合

車両本体価格 1,762,200円（税込）

ルーミー 特別仕様車 
G“Cozy Edition” ［5人乗り・2WD］ 
DBA-M900A-AGBGE（A）

割賦元金
頭　　金
月々のお支払額
（　）内は初回のお支払い額
ボーナス月（8月・1月）
最終回お支払い額
お支払い合計

5,000,000円
1,500,000円

45,500円×48回
（46,475円）×1回
150,000円×10回

2,080,000円
7,310,475円月々45,500円

5年（60回）の場合
支払い例

45,500
5年（60回）の場合

車両本体価格 

6,500,000円（税込）

グランエース PREMIUM 
［6人乗り・2WD］ 3DA-GDH303W-RDTJY

詳 細 は
こちらを
CHECK！

ルーミー 特別仕様車
G“Cozy Edition”の
先進安全機能

▶スマートアシストⅢ（衝突回避支援システム）
▶衝突警報機能（対車両・対歩行者）　
▶衝突回避支援ブレーキ機能
▶車線逸脱警報機能
▶誤発進抑制制御機能（前方・後方）
▶先行車発進お知らせ機能
▶オートハイビーム

24.6
燃料消費率※1（国土交通省審査値）

*

●バックドアガーニッシュ（スモークメッキ）
●専用エンブレム（樹脂×メッキ加工）

特別装備
一例

*16,0
燃料消費率※1（国土交通省審査値）詳 細 は

こちらを
CHECK！

特別仕様車Si“W×BⅡ”（7人乗
り・2WD）[ベース車両はSi（7人
乗り・2WD）]。ボディカラーはブ
ラック〈202〉。内装色はブラッ
ク。車両本体価格には販売店装
着オプションのT-Connectナビ
10インチモデル312,400円（工
賃・税込）は含まれておりません。

特別仕様車Si“W×BⅡ”（7人乗り・
2WD）［ベース車両はSi（7人乗り・
2WD）］。ボディカラーはブラック
〈202〉。内装色はブラック。

Photo：特別仕様車Si“W×BⅡ”（7人乗り・2WD）[ベース車両はSi（7人乗り・
2WD）]。ボディカラーはブラック〈202〉。内装色はブラック。

専用 エンブレム（メッキ）

Premium。内装色はブラック。
シート色はニュートラルベージュ。
天井色はフロマージュ。

Photo：特別仕様車 G“Cozy Edition”
（2WD）[ベース車両はG（2WD）]。
ボディカラーはファイアークォーツレッド
メタリック〈R67〉。車両本体価格にはメー
カーオプションのLEDヘッドランプ
66,000円（税込）は含まれておりません。

Photo：Premium。ボディカラーはブラック〈202〉。

Pi ー！

自動（被害軽減）ブレーキ！

インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

イメージ 詳しくはお近くのカローラ埼玉へ！

4

※税金等諸費用は別途お支払い下さい。●Gプランのお支払い例は5年払い、ボーナス併
用の一例です。●お支払い開始月によって月々の金額が変わる場合があります。オプション
等は含まれておりません。●車両状態が事前に定めた規定範囲外の場合には別途費用が
必要となります。●ご使用のお車を乗り続ける場合には、再度ローンをご利用いただけます。
※残価額は、車種、オプションにより異なります。詳しくはスタッフへお問い合わせ下さい。

ライフスタイルに
合わせて選べる

お得なクレジットプラン4.5％
実質年率カローラ埼玉の各車種ご試乗

いただけます！

店舗によって、一部試乗
できないものやグレード
が異なる車種がございま
す。各店舗にお問い合わ
せ下さい。

試乗予約は
こちらから！

スマートフォンはトヨタカローラ埼玉のお店へ！！

新規価格、機種変更価格につきましては各販売店ス
タッフにおたずね下さい。また各PiPit店では各種手続
きを受け付けています。お気軽にお越し下さい。機種に
より発売が遅れる場合がございます。ご了承下さい。

からの新しいご提案！！
今お乗りのおクルマに
安全装備を
追加してみませんか？

機 能

1

超音波センサーで
前後の障害物を検知して

加速抑制

機 能

2

バックでアクセルを
踏みすぎた場合

加速抑制
慌ててブレーキとアクセルを踏み間違えたときや、
バックでアクセルを踏みすぎてしまったときに
サポートするシステムです。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’19年12月現在のもの〉で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店
におたずねください。　※追加費用（部品代・取付費）が必要な場合があります。　※装着可能車種についてはスタッフにご確認ください。

踏み間違い加速抑制システムについて（必ずお読みください）
●運転状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態によっ
ては、システムが正しく作動しないことがあります。また、センサーの
感知範囲、作動速度には限界があります。さらに、衝突の可能性が無
くてもシステムが作動する場合があります。 ●装着可能車種は限ら
れます。グレード・装備等により装着条件が異なる場合があります。ま
た、車両の状態や装着品によって、取り付けられない場合があります。 
●本システムはあくまで運転を支援する機能です。加速抑制すること
を目的として設計しており、ブレーキ制御はありません。加速抑制中
は車両が前進・後退する、坂道などでは車が下がる場合があります。
必ずご自身でブレーキを踏んでください。システムを過信せず、必ず
ドライバーが責任をもって周囲の状況を把握し、安全運転を心がけて
ください。 ●前後の障害物を検知したときの加速抑制機能は、強くア
クセルペダルが、踏み込まれてシステムが踏み間違いと判断したとき
にのみ加速抑制を行います。踏み込み量によってはそのまま発進しま
す。障害物との衝突を回避するためには、ご自身でブレーキを踏んで
ください。 ●前後の障害物を検知したときの通知、加速抑制機能は車
速約10km以下で作動しますが、障害物を検知判定した後に踏み間
違いと判断したときに加速抑制をします。低速での走行時には、作動
する障害物までの距離を保証するものではありません。 ●障害物が
ない状況での後退時加速抑制機能は、一定の速度を維持するもので
はありません。坂道や傾斜した場所、アクセル操作によっては速度が
出ることがあります。必ずご自身でブレーキを踏み、安全を確認して
走行してください。 ●ランプ表示、ブザー、加速抑制の全ての機能
は、スイッチ操作でー時的に停止することができますが、エンジン/ハ
イブリッドシステムを再始動すると復帰します。停止状態を継続する
ことはできません。またブザーの音量を変更することはできません。 
●故意に車や壁などに向かって走行するなど、システムの作動を確認
する行為は大変危険であり、絶対に行わないでください。 ●本システ
ムの詳細につきましては、取扱書またはスタッフにご確認ください。

機能 ●前方・後方障害物検知時の通知機能・加速抑制機能
●障害物が無い状況での後退時の加速抑制機能

スペック ●センサー：超音波センサー（前2個・後2個）
●表示機サイズ：幅77×高さ35×奥行き44（mm）

加速を抑制しますが、自動ブレーキ機能はありません。！
必ずご自身でブレーキペダルを踏んで停止してください。

詳細はQRコードでCH
ECK！

※価格は取付費を含まないメーカー小売価格と
なります。

　取付け車種、装着部品により追加費用（部品
代・取付費）が異なる場合がございます。

　詳しくはスタッフまでお問い合わせください。56,100円（税込）加速を抑制しますが、自動ブレーキ機能はありません。

必ずご自身でブレーキペダルを踏んで停止してください。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）’19年12月現在のもの〉で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店
におたずねください。　※追加費用（部品代・取付費）が必要な場合があります。　※装着可能車種についてはスタッフにご確認ください。

対象
車種

学生じゃなくても、25歳以下なら

2019年11月1日受付開始

データ容量にあわせて選べる
auの学割

（新規でも機種変更でも）
※学割の詳しい内容はauホームページまたはスタッフまでお尋ね下さい

Xperia 5 SOV41
by Sony Mobile Communications

想像を超える体験を
さらにスタイリッシュに

Galaxy Note10+ SCV45
by SAMSUNG

次世代レベルの
パワーがここに

Xperia 8 SOV42
by Sony Mobile Communications

極上のエンタテインメントを
より身近に

AQUOS sense3 SHV45
by SHARP

驚きの電池持ち（注1）と
ワイドも撮れるAI対応
ツインカメラ（注2）

Galaxy A20 SCV46
by SAMSUNG

シンプルなら、
迷わない。

ハイスペックスマホ スタンダードスマホ はじめてのスマホに

注1）お客様のご使用環境やご利用状況により使
用可能時間は異なります　注2）メインカメラのみ


