
営業時間／ショールーム、U-Car展示場、点検・整備 朝10：00～夜7：00（サービス受付は夜6：30まで）
定 休 日／毎週月曜日（祝日の場合は営業いたします）   本　　社／〒456-8555 名古屋市熱田区尾頭町2番22号 
お客様相談
テレフォン

朝10：00～夕5：00、
365日受付いたします ホームページはこちらから（ （

Facebookも
チェック

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Apple storeはApple Inc.のサービスマークです。

イベント情報を
お届けします！
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N T P  S P E C I A L  L I N E - U P !

8土 12 16 日

HIACE
SUCCEED
TOYOACE
JPN TAXI
COMS

HIACE
SUCCEED
TOYOACE
JPN TAXI
COMS

取り扱い車種ラインアップ

■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（http://toyota.jp/sapotoyo/）をご覧いただくか、営業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。

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★

全店舗で

できます。
試乗

※

※13,672,000円

カムリ WS
（電気式無段変速機・2500cc)

車両本体価格

※12,380,320円

シエンタ G
（ハイブリッド車・電気式無段変速機・
1500ｃｃ・7人乗り)

Photo：ボディカラーのブラックマイカ×エアーイエロー（54,000円）は
メーカーオプションとなり車両本体価格には含まれません。

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★

一部店舗で

できます。
試乗

※

車両本体価格

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★

一部店舗で

できます。
試乗

※

※12,892,240円

エスクァイア Gi
（ガソリン車・Super CVT-i・2000cc・
2WD・8人乗り)

車両本体価格

Photo : ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン（32,400円）は
メーカーオプションとなり車両本体価格には含まれません。

アクア 特別仕様車 S“Style Black”
（電気式無段変速機・1500cc）【ベース車両はS】

一部店舗で

できます。
試乗

※

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★

車両本体価格

※11,979,640円

Photo：ボディカラーは
特別設定色ダークブルーマイカ。

残価設定型プラン 月々7,000円×48回

頭金：360,000円 
割賦元金：1,619,000円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のアクアの場合 実質年率 3.9％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,130円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・・・85,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・・・653,280円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・2,209,383円

残価設定型プラン 月々8,100円×48回

頭金：990,000円 
割賦元金：2,682,000円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のカムリの場合 実質年率 3.9％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・990,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,255円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・150,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・1,175,040円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・4,062,095円

残価設定型プラン 月々7,500円×48回

頭金：570,000円 
割賦元金：2,322,240円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のエスクァイアの場合 実質年率 3.9％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・570,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,021円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・120,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・1,099,050円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・3,237,071円

残価設定型プラン 月々7,400円×48回

頭金：530,000円 
割賦元金：1,850,320円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のシエンタの場合 実質年率 3.9％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,506円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・・・99,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・・・761,700円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・2,644,406円

■Toyota Safety Sense+先行車発進告知機能■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）
■スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア／ハザードアンサーバック機能付／スマートキー2本）＆スタートシステム
※その他にも特別装備がございます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

主な特別装備

Photo : ボディカラーのエモーショナルレッドⅡ（54,000円）は
メーカーオプションとなり車両本体価格には含まれません

※12/10（月）は定休日となります。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）、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。

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。

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、レーントレーシングアシストまたは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。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。

※1 価格には保険料、税金（消費税を除く）、自動車リサイクル料金、登録などに伴う費用
は含まれておりません。別途申し受けます。※試乗車・展示車のグレード、ボディカラーな
どは店舗によって異なります。また、特別仕様車はベース車両となる場合がございます。
●残価設定型プランの詳細については中面をご覧ください。
★Toyota  Safety Senseを安全にお使いいただく上での留意事項は中面をご覧くだ
さい。
※掲載の内容は11月27日現在の内容です。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

アクア 特別仕様車 
S“Style Black”
▶Toyota Safety Sense
　・プリクラッシュセーフティ
    （レーザーレーダー+単眼カメラ方式）
　・レーンディパーチャーアラート
　・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
　（パーキングサポートブレーキ）

エスクァイア Gi

▶Toyota Safety Sense
　・プリクラッシュセーフティ
　（レーザーレーダー+単眼カメラ方式）
　・レーンディパーチャーアラート
　・オートマチックハイビーム

カムリ WS
▶Toyota Safety Sense
・プリクラッシュセーフティ（歩行車［昼］検知機能付衝突
　回避支援タイプ／ミリ波レーダー+単眼カメラ方式）
・レーンディパーチャーアラート（ステアリング制御付）
・オートマチックハイビーム
・レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）
▶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（制止物）］

シエンタ G



個人の方限定「トライコース」開設！ （土・日も営業） 受講料
2,000円
詳しくは

HPをチェック！
受講生
募集中！※1 価格には保険料、税金（消費税を除く）、自動車リサイクル料金、登録などに伴う費用は含まれておりません。別途申し受けます。※試乗車・展示車のグレード、ボディカラーなどは店舗によって異なります。また、特別仕様車はベース車両となる場合がご

ざいます。
 ●…残価設定型プラン  ●あらかじめ将来の下取価格を据えおいて、残りの金額を分割払いするプランです。●掲載のお支払いプランは一例です。お支払い開始月、ボーナス設定月によりお支払いの金額等は異なります。またお支払い開始月は、ご登録、ご納車の目安とは
異なります。●購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗換えの場合及び購入いただいた販売店に車両をご返却の場合、最終回の支払いは不要ですが、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。●お買い上げの際に再
クレジットも選択できます。その際は別途条件がございます。●本クレジット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。クレジットのご利用には条件があります。●実質年率は平成30年11月現在の内容です。※新車のプランは平成31年1月登録、平成
31年3月支払開始の場合のお支払い金額です。※車両返却の場合リサイクル料金のご負担はありません。※お乗り換え、ご返却の場合最終回のお支払い額（掲載の新車プラン60回目）は必要ありません。※規定走行距離をオーバーした場合は超過走行距離（10円
/km）が必要です。※車両返却時の査定減点150点以上は、1,000円/1点が必要です。※詳しくは営業スタッフにおたずねください。 
★…Toyota Safety Sense・スマートアシストⅢ  ★運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。★各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故に
つながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。★ご使用の前には、あらかじめ取扱書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。

サービスU-Car

※12,670,000円
C-HR S“LED Package”
（ハイブリッド車・電気式無段変速機・1800cc・2WD）

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★

残価設定型プラン 月々7,400円×48回
頭金：490,000円 
割賦元金：2,180,000円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のC-HRの場合 実質年率 3.9％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・490,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,590円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・100,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・1,148,100円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・3,003,890円

残価設定型プラン 月々8,900円×48回
頭金：1,500,000円 
割賦元金：3,132,120円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のアルファードの場合 実質年率 4.5％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,735円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・150,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・1,760,200円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・5,199,135円

残価設定型プラン 月々6,200円×48回
頭金：250,000円 
割賦元金：1,480,160円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のタンクの場合 実質年率 3.9％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,977円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・・・70,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・・・692,060円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・1,948,637円

車両本体
価格

※14,632,120円
アルファード HYBRID S
（ハイブリッド車・電気式無段変速機・2500cc・E-Four・7人乗り）

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

★ 一部店舗で

できます。
試乗

※

Photo：ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン（32,400円）は
メーカーオプションとなり車両本体価格には含まれません。

Photo：ボディカラーのブラック×メタルストリームメタリック（32,400円）は
メーカーオプションとなり車両本体価格には含まれません。

Photo：ボディカラーはブラック。

車両本体
価格

※13,780,000円
ハリアー PROGRESS
（ガソリン車・Super CVT-i・2000cc・2WD）

残価設定型プラン 月々7,900円×48回
頭金：860,000円 
割賦元金：2,920,000円
総走行距離：60,000㎞  
回数：60回払い

〈例えば〉掲載のハリアーの場合 実質年率 4.5％
●頭金（諸費用除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・860,000円
●初回お支払い額（3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,477円
●ボーナス月（7・1月）・・・・・・・・・・・・・・150,000円×10回
●最終回お支払い額（60回目）・・・・・・・・1,549,800円
●お支払い総額（含頭金）・・・・・・・・・・・・・・4,299,477円

車両本体
価格

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

衝突回避支援システム
（スマートアシストⅢ）搭載

★

車両本体
価格

※11,730,160円
タンク 特別仕様車  G“Cozy Edition”
（CVT・1000cc・2WD）【ベース車両はG】

NEW

■ナビレディパッケージ（バックカメラ・ステアリングスイッチ［オーディオ操作］）
■コンフォートパッケージ（運転席・助手席シートヒーター・シートバックテーブル［買い物フック・ドリンク
ホルダー2個付（運転席・助手席）］）※その他にも特別装備がございます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

主な特別装備

※詳しくはスタッフに
　おたずねください。 （税抜）

［本体価格（税抜）］ 割
引

（税抜）

割
引

最大ご購入代金から
「　　スマホ」 新規契約

（MNP含む） 最大

スマートフォン
のお客様へうれしい特典［ナビご購入＆ご利用申込み］

取り扱っております。
※店舗の詳細はスタッフにおたずねください。

新型iphone予約受付中
・ 一部店舗にて

スマホ
割引
機種変更

スタッドレス
タイヤ 165/65R14

iceNAVI6

アルミ
ホイール

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。
※詳しくは営業スタッフに
　おたずねください。

お勧め車種 タンク

お気軽にお見積りをご依頼ください。

お出かけ前の交換で安心・安全！お出かけ前の交換で安心・安全！在庫一掃SALE

全店舗で

できます。
試乗

※

全店舗で

できます。
試乗

Photo：ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック。

全店舗で

できます。
試乗

※
★

シリーズチャンピオン
3年連続獲得

シリーズチャンピオン獲得
［ JN2クラス ］NAVUL 86

マリーナスタッフ募集中!

2018年 全日本ラリー選手権

18,100円18,100円S34B20R 
通常価格
26,136円

特別
価格

27,800円27,800円S46B24R 
通常価格
40,176円

特別
価格

57,000円57,000円4本セット
通常価格
71,280円

特別
価格

※バッテリー取付工賃540円は別途必要となります。

ハイブリッド車
補機用
バッテリー

特別価格特別価格
スタッドレスタイヤ＆
アルミホイール4本セット
スタッドレスタイヤ＆
アルミホイール4本セット

20%
OFF

※その他サイズもご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。又、
車両への取付は、別途3,780円が必要です。※車種により専用ハブナッ
トが必要となる場合があります。（118円/個）※季節商品のため、商品が
無くなり次第販売終了になる場合があります。

1,100
※11月27日現在

2018年
ラスト！

海上で過ごす優雅で贅沢なひとときを

ラグジュアリーな
クルージングを演出する、
NTPのパーティーボート。

お買得バッテリーお買得バッテリークリスマス特選車をご用意！クリスマス特選車をご用意！

12月8日（土）～24日（月・祝） 12月28日（金）まで

このPOPが
目印です！

チャータークルーズの
ご案内

■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（http://toyota.jp/sapotoyo/）をご覧いただくか、営業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（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。

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。

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、レーントレーシングアシストまたは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、または衝突回避支援システム（スマートアシストⅢ
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。

ハリアー PROGRESS
▶Toyota Safety Sense
　・プリクラッシュセーフティ（歩行者
　［昼］検知機能付衝突回避支援
　 タイプ／ミリ波レーダー+
　 単眼カメラ方式)
　・レーンディパーチャーアラート
　（ステアリング制御付）
　・アダプティブハイビームシステム
　・レーダークルーズコントロール
　（全車速追従機能付）
▶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)］

C-HR S“LED Package”
▶Toyota Safety Sense
　・プリクラッシュセーフティ（歩行者
　［昼］検知機能付衝突回避支援
　 タイプ／ミリ波レーダー+
　 単眼カメラ方式)
　・レーンディパーチャーアラート
　（ステアリング制御付）
　・オートマチックハイビーム
　・レーダークルーズコントロール
　（全車速追従機能付）

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

アルファード HYBRID S
▶Toyota Safety Sense
　・プリクラッシュセーフティ（歩行者
　［昼夜］・自転車運転者［昼］検知
　　機能付衝突回避支援タイプ／
　　ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) 
　・レーントレーシングアシスト
　・レーダークルーズコントロール
　（全車速追従機能付）
　・ロードサインアシスト
　・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
　［パーキングサポートブレーキ
　（静止物）］

タンク 特別仕様車 
G“Cozy Edition”

★ガソリン車は
一部店舗

★ハイブリッド車は
一部店舗

［ 西シリーズ E-4クラス ］ NAVUL カルディナ  

※掲載の内容は11月27日現在の内容です。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

詳しくは

※
★


