
冬目前！！

●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。※自動車取得税は、都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がございます。※掲載内容は平成30年11月21日現
在のものです。※掲載の割賦計算は、平成30年1月支払い開始のボーナス8・1月の一例です(らくちんクレジット通常金利3.8％)。※チラシ表示価格は税込価格(税率8％)となります。※詳しくはカローラいわき各店スタッフにおたずねください。

勿来店いわき市錦町中央二丁目8-8 TEL（0246）63-6131

鹿島店いわき市常磐上矢田町田端23TEL（0246）46-1622

神谷マイカー
センターいわき市平下神谷字馬洗12 TEL（0246）57-0633

神谷店いわき市平下神谷字馬洗23-1 TEL（0246）34-5220

湯本店 いわき市常磐下船尾町古内122 TEL（0246）44-1755

平　店いわき市平字堂ノ前5 TEL（0246）22-6166

小名浜店いわき市小名浜字丹波沼109-3 TEL（0246）53-2321

相馬店 相馬市新沼字坪ヶ迫12-1 TEL（0244）36-3030原町店南相馬市原町区雫字上江65-1 TEL（0244）24-1101はじめました。 今なら友だち登録で

クーポンプレゼント
500円OFF整 備

代 金

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。

■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。

〔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。

最終回のお支払い方法がお選びいただけます!!

※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。

〔残価設定型〕

3.8％3.8％
支払い回数が選べます!
36回・48回・60回

最終回のお支払い額は 0円 一括お支払い or 再分割

❷おクルマを返却※1●❶新しいおクルマにお乗リ換え※1 ●❸そのまま乗り続ける（お買上げ）※2

分割
お支払い分

最終回
お支払い分
（残価）

らくちんクレジットらくちんクレジットらくちんクレジットらくちんクレジット

通常金利

お店の最新情報やLINE限定の
おトクなクーポン配信中！

愛車の冬対策、できてますか？

・ACデルコバッテリー
カローラクラス 40B19L/R

・ハイブリッド車対応バッテリー
プリウスクラス S34B20L/R

●バッテリー交換 ●タイヤ履き替え

●ナビ地図ソフト●ナビ地図ソフト
■HDD式・・・
■SD・・・・・・・・
■DVD・・・・・・

21,060円～
21,060円～
16,200円～

夏の猛暑で劣化したバッテリーは
冬に上がってしまう危険性が・・・
そうなる前に早めの交換を。

2,700円2,700円

7,236円～7,236円～ 21,816円～21,816円～

※写真はイメージです。 H30年12月より価格が変わります。
早期はき替えがおススメ！

（1BOX・SUV・RV車  3,888円）
※ホイール付に限る。

基本
料金

最新
トヨタ純正
18年秋版
※書換手数料が別途かかります。※ナビにより更新情報が異なる場合がございます。

冬のおでかけは最新の地図と！

プレゼント！！タイヤサイズ
215/60R17

C-HR S
ZYX10-AHXNB
（1.8L・2WD・電気式CVT）

車両本体価格
2,614,000円

ボディカラー：メタルストリームメタリック〈1K0〉

ナビ付

車両合計 2,825,680円のところ

頭金
割賦元金
割賦お支払い総額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650,000円
・・・・・・・・・・・・ 2,060,000円

・・・ 2,356,230円

16,200円月々

●初回お支払い額（H30年1月）
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

・・・19,730円
・・・16,200円×49回
・・・・・60,000円×9回
・・・・・・・・1,002,700円

万
円
万
円

C-HR S
の場合特別

価格

※TVフロントアンテナ・取付費込み。※写真はイメージです。

●7インチ T-Connectナビ
NSZT-W68T

184,680円

冬支度フェア特別セット
●バックカメラ　27,000円

プレゼント！！タイヤサイズ
215/55R17

カムリ WS
AXVH70-AEXSB
（2.5L・2WD・電気式CVT）

車両本体価格
3,672,000円

ボディカラー：アティチュードブラックマイカ〈218〉

11.6インチ
T-Connect SD
ナビゲーションシステム
標準装備
※写真はAグレード。

ナビ付

車両合計 3,940,920円のところ

頭金
割賦元金
割賦お支払い総額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 750,000円
・・・・・・・・・・・・ 3,100,000円

・・・ 3,512,265円

32,700円月々

●初回お支払い額（H30年1月）
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

・・・34,965円
・・・32,700円×49回
・・・・・80,000円×9回
・・・・・・・1,155,000円

万
円
万
円

カムリ
 WS
の場合

特別
価格

※TVフロントアンテナ・取付費込み。※写真はイメージです。

●9インチ T-Connectナビ
NSZT-Y68T

268,920円

冬支度フェア特別セット

プレゼント！！タイヤサイズ
195/65R15

プリウスPHV 
A プレミアム 
ZVW52-AHXHB
（1.8L・2WD・電気式CVT）

車両本体価格
4,222,800円のところ

ボディカラー：スピリテッドアクアメタリック〈791〉

頭金
割賦元金
割賦お支払い総額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800,000円
・・・・・・・・・・・・ 3,240,000円

・・・ 3,667,374円

35,500円月々

●初回お支払い額（H30年1月）
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

・・・36,274円
・・・35,500円×49回
・・・・・80,000円×9回
・・・・・・1,171,600円

万
円
万
円

プリウス
PHV

A プレミアム
の場合

特別
価格

プレゼント！！タイヤサイズ
205/60R16

プリウスα S
ZVW41W-AXXEB
（1.8L・2WD・電気式CVT）
5人乗り
車両本体価格
2,708,640円

ボディカラー：ダークブルーマイカ〈8T5〉

ナビ付

車両合計 2,874,960円のところ

頭金
割賦元金
割賦お支払い総額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650,000円
・・・・・・・・・・・・ 2,090,000円

・・・ 2,354,997円

21,800円月々

●初回お支払い額（H30年1月）
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

・・・26,597円
・・・21,800円×49回
・・・・・70,000円×9回
・・・・・・・・630,200円

万
円
万
円

プリウスα
S

の場合
特別
価格

※TVフロントアンテナ・取付費込み。※写真はイメージです。

●7インチ T-Connectナビ
NSZT-W68T

166,320円

冬支度フェア特別セット

プレゼント！！タイヤサイズ
185/60R15

カローラフィールダー 
1.8S
ZRE162G-AWXSP
（1.8L・2WD・CVT）

車両本体価格
2,220,480円

ボディカラー：ブラックマイカ〈209〉

ナビ付

車両合計 2,385,720円のところ

頭金
割賦元金
割賦お支払い総額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600,000円
・・・・・・・・・・・・ 1,670,000円

・・・ 1,887,921円

15,600円月々

●初回お支払い額（H30年1月）
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

・・・16,021円
・・・15,600円×49回
・・・・・60,000円×9回
・・・・・・・・567,500円

万
円
万
円

カローラ
フィールダー
1.8S
の場合

特別
価格

※TVフロントアンテナ・取付費込み。※写真はイメージです。

●7インチ T-Connectナビ
NSZT-W68T

165,240円

冬支度フェア特別セット

プレゼント！！タイヤサイズ
185/60R15

カローラ アクシオ
HYBRID
NKE165-AEXNB
（1.5L・2WD・電気式CVT）

車両本体価格
2,073,600円

ボディカラー：スーパーホワイトⅡ〈040〉

ナビ付

車両合計 2,237,760円のところ

頭金
割賦元金
割賦お支払い総額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600,000円
・・・・・・・・・・・・ 1,530,000円

・・・ 1,737,048円

12,000円月々

●初回お支払い額（H30年1月）
●月々のお支払い額 
●ボーナス（8･1月）　
●最終回お支払い額 

・・・12,648円
・・・12,000円×49回
・・・・・60,000円×9回
・・・・・・・・596,400円

万
円
万
円

カローラ
アクシオ
HYBRID
の場合

特別
価格

※TVフロントアンテナ・取付費込み。※写真はイメージです。

●7インチ T-Connectナビ
NSZT-W68T

164,160円

冬支度フェア特別セット

12月 月日 水 木 金 土火■定休日

5
12
19
26

6
13
20
27

1
8
15
22
29

3
10
17

4
11
18
25

7
14
21
28

カローラいわき営業カレンダー

2
9
16

※12月28日～1月4日は全店休業、
　1月3日～1月6日まで初売り
　通常営業は1月5日からとなります。

23
30
24
31

当社指定 151,200円分 当社指定 172,800円分 当社指定 100,000円分

当社指定 135,000円分当社指定 108,000円分当社指定 108,000円分

らくちんクレジット
［残価設定型］

60回お支払い例 通常金利
3.8%

らくちんクレジット
［残価設定型］

60回お支払い例 通常金利
3.8%

らくちんクレジット
［残価設定型］

60回お支払い例 通常金利
3.8%

らくちんクレジット
［残価設定型］

60回お支払い例 通常金利
3.8%

らくちんクレジット
［残価設定型］

60回お支払い例 通常金利
3.8%

らくちんクレジット
［残価設定型］

60回お支払い例 通常金利
3.8%

スタッドレスタイヤ＆アルミホイール スタッドレスタイヤ＆アルミホイール スタッドレスタイヤ＆アルミホイール

スタッドレスタイヤ＆アルミホイールスタッドレスタイヤ＆アルミホイールスタッドレスタイヤ＆アルミホイール


