
ホームページ https://iwaki.corolla-dealer.jp/ ※ホームページでカタログ請求承ります。営業時間 AM9：30～PM5：30 毎週月曜日、第1・3火曜日は全店定休日となります。

ご成約で！

ご来場で！

旧年中は皆様より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年もトヨタカローラいわきを、宜しくお願い申し上げます。

初売り

※�日（日）・�日（月）は整備工場休業、�日（火）は全店休業です。

開催
期間

[ AM�：��スタート]

お子さま
ご来場で！

お菓子福袋
プレゼント!!

ご来場いただいた
お子さまに

お正月グッズプレゼント!!

当社公式SNSをフォローしていただいた方に

※�名様につき、お�つ限りです。
※数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦ください。 

新車・中古車を
ご成約いただいた方に

豪華
グルメギフト

※ご成約�件につき、お�つ限りです。 ※中古車は車両本体価格が
��万円(税込)以上のご成約が対象です。 ※写真は一例です。

※サイドバイザー、フロアマット、QMI、オイルボトルは
対象外です。

3・4日限定

おみくじ付
メラミンスポンジプレゼント!!

6日～限定

3・4・9・10日限定

選べる

選べる

プレゼント!!

サイコロの出た目の数だけ

カローラいわき
公式SNSは

こちら
LINE Instagram Facebook

※1.プラン1（新しいクルマにお乗り換え）、プラン2（このクルマをご返却）のいずれかを選択された場合、
最終回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、別途精算
金をいただきます。※2.プラン3（このクルマをお買い取り）の場合、一括ご精算または分割（別途分割手
数料が発生いたします）も選択できます。その際には、別途条件がございます。詳しくはスタッフにお問い
合わせください。本商品は個人のお客様のみご利用いただけます。本商品は予告なく終了することがご
ざいますのであらかじめご了承ください。

カローラいわきのお得な買い方提案！

※トヨタファイナンスクレ
ジットを利用してお車を購
入される場合に限ります。

クレジット
一体型保険
クレジットも
自動車保険も
定額でラクラク！

日々のカード利用が車の
クレジット返済に役立つ！

トリプルアシストで新車購入をサポート！

最終回のお支払い方法がお選びいただけます!!

❷おクルマを返却※1
❶新しいおクルマに
お乗リ換え※1

最終回のお支払い額は 0円 一括お支払い or 再分割

❸そのまま乗り続ける
（お買上げ）※2

〔 残価設定型 〕 らくちんクレジットとは、あらかじめ設定した残価（最終回お支払い額）を
おクルマの総額から据え置き、残りの額を分割払いにするプランです。

残価設定型 らくちんクレジットらくちんクレジット

詳しくはカローラいわきの各店スタッフへおたずねください。

＋ ＋使ってバック
アシスト2

クレジット
一体型保険

アシスト3
［残価設定型］

らくちんクレジット

アシスト1

支払い回数が選べます!

36回・48回・60回

分割
お支払い分

最終回
お支払い分
（残価）

［ 金 利 ］3.8％

干支フィギュア付
お鏡餅プレゼント!!

※�名様につきお�つ限りです。
※いずれも数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 ※写真はイメージです。

初売り限定！

2万円分
プレゼント！！

使ってバック＋
メンテナンスパックご契約で

3万円分
プレゼント！！

らくちんクレジットご契約で
トヨタ純正販売店オプション※

さらに

目玉車4選 在庫限り ナビ&スタッドレス付の充実パッケージ

アクア 特別仕様車
S“Style Black”

の場合

60回払い 金利3.8％

月々 ●初回お支払い額
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

●特別価格
●頭金
●割賦元金
●割賦お支払い総額

2,140,000円
540,000円
1,600,000円
1,807,648円

［残価設定型］らくちんクレジット10,000円
10,648円

10,000円×48回
80,000円×10回

517,000円

Photo:特別仕様車 S“Style Black”。
ボディカラーはダークブルーマイカ。

Photo:特別仕様車Si“W×B Ⅲ”(2WD)。
ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン。

アクア 特別仕様車 S“Style Black”
[NHP10－AHXNB(L)] (1.5L・2WD・電気式CVT)
車両本体価格 2,068,000円*

メーカーオプション
●スペアタイヤ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,000円
●LEDヘッドランプパッケージ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44,000円

販売店装着オプション
●T-Connectナビ
　7インチモデル
　［NSZT-W68T］
　165,000円

オプション合計 323,400円

+

※在庫車は台数限定のため、売約済みとなっている可能性があります。 ※タイヤメーカー・サイズは当社指定（取付工賃・ナット代込）となります。

＊車両本体価格にメーカーオプションおよび付属品の価格は含まれておりません。 ＊自動車リサイクル料金が別途必要となります。 ＊価格には保険料・税金(消費税を除く)・登録に伴う費用は含まれません。 ＊表示価格は消費税(税率10％)込の価格です。 ■掲載の割賦計算は、2021年4月支払い開始、ボーナス8・1月、残価設定型らくちんクレジット金利3.8％、お支払い回数60回、お支払い期間5年の場合の一例です。 ■写真は印刷のため、実際の色とは異なって見える場合がございます。  ■掲載内容は2020年12月16日現在のものです。

アクアについて
詳しくはコチラ！

Photo:特別仕様車
G“Mode-Nero Safety Plus”(2WD)。
ボディカラーは
ブラック×ホワイトパールクリスタルシャイン。

C-HR 特別仕様車 G“Mode-Nero Safety Plus”
ZYX11-AHXEB(D) (1.8L・2WD・電気式CVT）

車両本体価格 3,045,000円*

カローラツーリング HYBRID S （一部改良前）
ZWE211W-AWXEB (1.8L・2WD・電気式CVT)

車両本体価格 2,651,000円*

カローラツーリング
について詳しくは

コチラ！

初売り
限定

&

ホワイトパール
クリスタルシャイン
+33,000円

4限定 台
ダークブルー
マイカ

1限定 台

ホワイトパール
クリスタルシャイン
－22,000円

1限定 台

ホワイトパール
クリスタルシャイン

2限定 台

ホワイトパール
クリスタルシャイン

1限定 台

C-HRについて
詳しくはコチラ！

ノアについて
詳しくはコチラ！

ご来場いただいた方に

※上記いずれかのSNSをフォロー後、スタッフへ画面をご提示ください。
※粗品の数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 ※写真は一例です。

●スタッドレスタイヤ&
　アルミホイールセット
　(185/60R15)
　103,400円

メーカーオプション
●ホワイトパールクリスタルシャイン
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,000円
●スペアタイヤ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,000円

販売店装着オプション
●T-Connectナビ
　10インチモデル
　［NSZT-Z68T］
　317,900円

オプション合計 456,500円

+

& ●スタッドレスタイヤ&
　アルミホイールセット
　(195/65R15)
　94,600円

車両合計3,373,900円のところ

メーカーオプション
●ブラック×ホワイトパール
　クリスタルシャイン  55,000円
●スペアタイヤ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,000円

販売店装着オプション
●T-Connectナビ
　キット
　115,500円

オプション合計 328,900円

+

初売り
限定

& ●スタッドレスタイヤ&
　アルミホイールセット
　(215/60R17)
　147,400円

車両合計3,021,700円のところ

メーカーオプション
●ホワイトパールクリスタルシャイン・・・33,000円
●スペアタイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円
●ディスプレイオーディオ
　（9インチディスプレイ+6スピーカー）・・・・・・・28,600円
●ブラインドスポットモニター・・・・・・・・・・・・・66,000円
●LEDフロントフォグランプ・・・・・・・・・・・・・・・22,000円

販売店装着オプション
●T-Connectナビキット
　115,500円

オプション合計 370,700円

+

&

万円万円 おトク！！331,700円

万円万円 おトク！！353,900円

万円万円 おトク！！366,800円
万円万円 おトク！！251,400円

●スタッドレスタイヤ&
　アルミホイールセット
　(195/65R15)
　94,600円

C-HR 特別仕様車 G
"Mode-Nero Safety Plus"

の場合

60回払い 金利3.8％

月々 ●初回お支払い額
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

●特別価格
●頭金
●割賦元金
●割賦お支払い総額

3,020,000円
570,000円
2,450,000円
2,808,106円

［残価設定型］らくちんクレジット15,500円 15,656円
15,500円×48回
80,000円×10回
1,248,450円

カローラツーリング
HYBRID S
の場合

60回払い 金利3.8％

月々 ●初回お支払い額
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

●特別価格
●頭金
●割賦元金
●割賦お支払い総額

2,690,000円
490,000円
2,200,000円
2,511,437円

［残価設定型］らくちんクレジット14,300円 17,657円
14,300円×48回
80,000円×10回
1,007,380円

初売り
限定

ノア 特別仕様車
Si“W×B Ⅲ”

の場合

60回払い 金利3.8％

月々 ●初回お支払い額
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

●特別価格
●頭金
●割賦元金
●割賦お支払い総額

3,030,000円
580,000円
2,450,000円
2,804,106円16,200円 20,986円

16,200円×48回
80,000円×10回
1,205,520円

初売り
限定

ノア 特別仕様車 Si“W×B Ⅲ”
ZRR80W-APXSP（F）（2.0L・2WD・CVT）7人乗り
車両本体価格 2,940,300円*

［残価設定型］らくちんクレジット

Photo:HYBRID S(2WD)。
ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン。

即納

車両合計2,391,400円のところ 車両合計3,396,800円のところ

1限定 台
ブラック×ホワイトパール
クリスタルシャイン目 車玉

目 車玉

目 車玉目 車玉

SNS 
フォローで！

�����/�■日　��■日

▲詳しくはコチラ ▲詳しくはコチラ
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