トヨタカロ ーラ 愛 豊

トヨタ自動車販売店表彰
総合表彰

新型

プリウス新登場
1/

オペレーターサービス

専用のオペレーターが24時間365日、カーライフをサポート

12 ・13 ・14

月・祝

日

土

ご来場プレゼント
＜エースコック＞

5 , 289 名様
＜ヤマザキビスケット＞

大吉ラーメン

チップスター

（鯛だし醤油・鰹だし味噌・昆布だし塩）

（真鯛こんぶ塩味）

期間中、
ご来場されたお客様に上記4点の中から

OPERATOR
SERVICE

いずれか1点プレゼント
！
※無くなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。
実際のものと異なる場合がございます。

マイカーSecurity

MY CAR
SECURITY

車両盗難時の追跡や警備員の派遣にも対応

標準装備で、ストレスフリーなカーライフをサポート
新型 プリウス A ツーリングセレクション
エコカー
減税
対象車

グリーン化
特例
対象車

ICS
搭載車

※2

※ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉
[ベース車両:A]

愛豊スーパーバリュープラン

3,006,720 円 7,700円

Toyota
Safety
Sense

頭

月々
お支払い金額

100,000円（×10回）

1,100,000円 最終回お支払い金額

金

992,210円（×1回）

初回お支払い金額 11,511円（×1回） お支払い総額

（×48回）

※上記価格にはオプションのボディカラー（ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉消費税込32,400円）の価格は含まれておりません。

※1

4.9％ ボーナス月お支払い金額

実質年率

5年プラン 60回払いお支払い例

1,800cc ハイブリッドシステム
車両本体価格
2WD（5人乗り）
【電気式無段変速機】 （消費税込）

3,473,321円

※平成31年2月支払い開始、ボーナス月6月／12月の場合。
※付属品・オプションは一切含まれておりません。
※上記のお支払いプランは一例で、お支払い開始月、ボーナス設定等によってお支払い金額は異なります。
※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

※1 トヨタ セーフティ センス、スマートアシストⅢは車種、グレードにより標準装備、またはメーカーオプション、もしくは設定なしとなります。道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。あくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。詳しくはスタッフにおたずねください。
※2 ICS（インテリジェントクリアランスソナー）はあくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。道路状況、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。詳しくはスタッフにお尋ねください。

ICS標準搭載でさらに安全快適なカーライフ！
！

ノア

ナビ得 キャンペーン
2月28日（木）まで

ICS※2
搭載車

パッソ

ナビ得 キャンペーン

Toyota
Safety
Sense

グリーン化
特例
対象車

スマート
アシストⅢ

（衝突回避支援システム）
※1

3月31日（日）まで

※1

※但し、2019年4月末までの登録に限ります。

期間中、新車の
ノア（ガソリン車）と
右記のナビを
同時購入のお客様に

エコカー
減税
対象車

※但し、2019年3月末までの登録に限ります。

期間中、新車の
パッソと
右記のナビを
同時購入のお客様に

T-Connectナビ

10インチ NSZN-Z68T

※部品代のみ、取付工賃は別途必要となります。

※試乗車のグレードおよび
カラー等掲載のものとは異なる
場合がございます。

T-Connectナビ
7インチ NSZT-W68T

※部品代のみ、取付工賃は別途必要となります。

オプション用品

オプション用品

プレゼント

プレゼント

車両カタログに挟み込みのアクセサリーズカタログおよび、
オーディオ＆ナビカタログに掲載のトヨタ純正用品

車両カタログに挟み込みのアクセサリーズカタログおよび、
オーディオ＆ナビカタログに掲載のトヨタ純正用品

新型 ノア 特別仕様車 Si W×B Ⅱ
2,000cc 2WD
（7人乗り）
【Super CVT-i】

対象除外用品

ベーシック推奨用品（フロアマット・サイドバイザー・ハーフカバー・
【皮調以外の】
シートカバー・ナンバーフレーム）
ＣＰＣ/ＣＳＣなどのコーティング・純正以外のウィンドウフィルム
ＴＶキャンセラーなど
モデリスタ用品・ＴＲＤ用品・ＴＯＭＳ'用品

8,300

愛豊スーパー
バリュープラン
5年プラン
60回払いお支払い例

※10万円（税込）に満たない場合、差額分は返金いたしません。
※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

月々
お支払い金額

円（×48回）

実質年率

4.9％

金

1,000,000円

頭

9,851円（×1回）

初回お支払い金額

ボーナス月お支払い金額

100,000円（×10回）

最終回お支払い金額

1,068,130円（×1回）

お支払い総額

3,476,381円

※平成31年2月支払い開始、ボーナス月6月／12月の場合。※付属品・オプションは一切含まれておりません。
※上記のお支払いプランは一例で、お支払い開始月、ボーナス設定等によってお支払い金額は異なります。※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

ベーシック推奨用品（フロアマット・サイドバイザー・ハーフカバー・
【皮調以外の】
シートカバー・ナンバーフレーム）
ＣＰＣ/ＣＳＣなどのコーティング・純正以外のウィンドウフィルム
ＴＶキャンセラーなど
モデリスタ用品・ＴＲＤ用品・ＴＯＭＳ'用品

メーカーオプション

2月28日（木）まで

愛豊スーパー
バリュープラン
5年プラン
60回払いお支払い例

茶屋が坂店
刈谷店で

6 速 マニュアル車 の
試 乗 が できます!!

Toyota
Safety
Sense

※店舗間でローテーションしている場合
がございますので事前に各店舗までご
確認お願いします。

※1

エコカー
減税
対象車

3,100

※ボディカラー：マゼンタベリーマイカメタリック〈R72〉

※5万円（税込）に満たない場合、差額分は返金いたしません。
※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

カローラスポーツ
ICS※2
搭載車

パッソ MODA

1,000cc 2WD（5人乗り）
［CVT］

対象除外用品

※ベース車両はSi（2WD）※ボディカラーはブラック〈202〉

月々
お支払い金額

円（×48回）

4.9％

実質年率
頭

352,720円（×1回）

最終回お支払い金額

7,527円（×1回）

初回お支払い金額

100,000円（×10回）

ボーナス月お支払い金額

350,000円

金

1,859,047円

お支払い総額

※平成31年2月支払い開始、ボーナス月6月／12月の場合。。※付属品・オプションは一切含まれておりません。
※上記のお支払いプランは一例で、お支払い開始月、ボーナス設定等によってお支払い金額は異なります。※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

スマート
アシストⅢ

（衝突回避支援システム）
※1

※インテリジェント
クリアランスソナー装着時
（メーカーオプション）

※但し、2019年4月末までの登録に限ります。

※試乗車のグレードおよび
カラー等掲載のものとは異なる
場合がございます。

※試乗車のグレードおよび
カラー等掲載のものとは異なる
場合がございます。

盗難防止機能付ナンバーフレームセット
（デラックス）
6,588円（税込）

+
下記トヨタ純正ドライブレコーダーいずれか1品

カローラスポーツ G Z

1,000cc 2WD（5人乗り）
［CVT］

1,200cc 2WD(5人乗り)
【Super CVT-i】

4, 900

※ボディカラーはレーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉
※ベース車両はG（2WD）

※ボディカラーはスーパーホワイトⅡ
〈040〉

カメラ一体型
ドライブレコーダー
DRT-H68A

カメラ一体型
ドライブレコーダー

カメラ別体型
ドライブレコーダー

カメラ別体型
ドライブレコーダー

（ナビ連動タイプ）

（ナビ連動タイプ）

（スマートフォン連携タイプ）

DRT-C68A

30,132円（工賃・税込）

46,548円（工賃・税込）

DRD-C68

72,468円（工賃・税込）

DRD-H68

78,300円（工賃・税込）

※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

＊

＊

＊

愛豊スーパー
バリュープラン
5年プラン
60回払いお支払い例

※Photo：オプション装着車
※下記価格にはオプションのボディカラー
（レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉
消費税込32,400円）の価格は含まれておりません。

新型 ルーミー 特別仕様車
G Cozy Edition

月々
お支払い金額

円（×48回）

実質年率
頭

金

初回お支払い金額

4.9％
900,000円

ボーナス月お支払い金額
最終回お支払い金額

6,995円（×1回） お支払い総額

100,000円（×10回）
774,140円（×1回）
2,916,335円

※平成31年2月支払い開始、ボーナス月6月／12月の場合。※付属品・オプションは一切含まれておりません。
※上記のお支払いプランは一例で、お支払い開始月、ボーナス設定等によってお支払い金額は異なります。※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

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。

3,600

愛豊スーパー
バリュープラン
5年プラン
60回払いお支払い例

プリウス A ツーリングセレクション ※1、
ノア特別仕様車Si W×B Ⅱ※2、
パッソ MODA※3、
カローラスポーツ G Z ※4 、ルーミー特別仕様車G Cozy Edition ※5

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(サポカー)は、
プリクラッシュセーフティ装着車。
■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。
■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、
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。

※1※2※4 Toyota Safety Sense▼
［機能は車種によって異なります］
※1※2※4 インテリジェントクリアランスソナー▼
＊カローラスポーツ G Z はメーカーオプション。
※3 ※5スマートアシストⅢ
（衝突回避支援システム）
▼
［衝突回避支援ブレーキ機能
（対車両・対歩行者）
／衝突警報機能
（対車両・対歩行者）
／車線逸脱警報機能／
誤発進抑制制御機能
（前方・後方)／オートハイビーム／先行車発進お知らせ機能］

月々
お支払い金額

円（×48回）

4.9％

実質年率
頭

350,000円

金

7,600円（×1回）

初回お支払い金額

ボーナス月お支払い金額

100,000円（×10回）

最終回お支払い金額

605,550円（×1回）
2,135,950円

お支払い総額

※平成31年2月支払い開始、ボーナス月6月／12月の場合。。※付属品・オプションは一切含まれておりません。
※上記のお支払いプランは一例で、お支払い開始月、ボーナス設定等によってお支払い金額は異なります。※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

愛豊スーパーバリュープラン（残価設定型お支払いプラン）
月々のお支払いを低くできます！
お支払いいただく部分

頭金＋

月々お支払い分

最終回お支払い

残価

最終回に3つの選択肢

❶新車にお乗り換え ※1
❷車両を買取 ※2
❸車両をご返却 ※3

車両価格の一部をあらかじめ、残価として据え置き、残りの金額を分割するプランです。

※1.最終回のお支払いは不要ですが、走行距離・内外装減点等の一定基準を超えてクルマを使用した場合、精算金の支払いが必要となる場合がご
ざいます。
※2.買取の際に引き続き分割払いする場合、別途条件があります。詳しくはスタッフにお尋ねください。

※1 トヨタ セーフティ センスおよびスマートアシストⅢは車種、グレードにより標準装備、またはメーカーオプション、もしくは設定なしとなります。道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。あくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。詳しくはスタッフにおたずねください。
※2 ICS（インテリジェントクリアランスソナー）はあくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。道路状況、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。詳しくはスタッフにお尋ねください。

● エコカーの減税
（環境対応車 普及促進税制） ● グリーン化特例

■取扱車種：カムリ／プリウス／プリウスPHV／プリウスα／アクア／86／カローラ アクシオ／カローラ アクシオ ハイブリッド／カローラ フィールダー／カローラ フィールダー ハイブリッド／カローラ スポーツ／カローラ スポーツ ハイブリッド／ルーミー／パッソ／スペイド／シエンタ／シエンタ ハイブリッド／ノア／ノア ハイブリッド／C-HR／C-HR ハイブリッド／エスティマ／エスティマ ハイブリッド／プロボックス／プロボックスハイブリット／タウンエース（バン・トラック）／ピクシス（メガ・エポック・バン・トラック・ジョイ）

●「エコカーの減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が2019年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が2019年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。●自動車重量税、自動車
取得税の減税額はオプションを含まない車両重量、
メーカー希望小売価格（東京地区）
をベースに試算しています。オプションを選択することで、自動車重量税ならびに自動車取得税の軽減額が変わ
る場合がございます。●●グレードまたはオプション選択などにより減税の対象または対象外となる場合がございます。●●自動車取得税、自動車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。●グリーン化特例に伴うご購入翌年度の自動車税の軽減措置は2019年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。●グリーン化特例に伴う自動車税
減税額については、翌年度の支払い分が減税となります。ご購入時には減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

試乗車をご用意して
お待ちしております。
※試乗車のグレードおよびカラー等掲載のものとは異なる場合がございます。
また、店舗間でローテーションしている場合や、一部車種には試乗車がない場
合もございますので事前に各店舗までご確認願います。

エコカー減税について自動車重量税と自動車取得税が
エコカー減税について
自動車重量税と自動車取得税が
● 環境対応車普及促進税制
●
環境対応車普及促進税制

大幅優遇!!

（2019年4月末までの新規登録車を対象。）
※自動車取得税は、2019年3月末まで。

例えばハイブリッド車（乗用車等）
の場合
32

+40%

+40％

ご家族でお乗りのお車の
ことならすべて当店に
おまかせ下さい!!

軽自動車・他社国産自動車の車検・点検・修理・保険もOK!!

自動車税減税について

うれしい優遇!!
2019年3月31日まで

2019年3月31日までの新規登録車が対象です。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。

● グリーン化特例

ご登録翌年度の自動車税が

75％ 軽減

例えばプラグインハイブリッド自動車の場合

概ね

トヨタカローラ愛豊は愛知県下に46の新車販売拠点を展開して
おります。万が一のトラブルにも迅速に対応いたします。

