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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）

■プリクラッシュブレーキは、対車両は自車速度約10km/h以上から作動、対歩行者は自車速度約10～80km/hで作動します。また、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。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリクラッシュセーフティシステムはあくまで運転を支援する機能です。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。 ■数値は社内測定値。■レーダークルーズコントロールは、
車間距離制御には状況により限界があります。装置を過信せず、安全運転をお願いします。■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

ぶつからないを
サポート

はみ出さないを
サポート

レーンディパーチャーアラート
（ステアリング制御機能付）

夜間の見やすさを
サポート

オートマチックハイビーム

ついていくを
サポート

レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）

TOYOTA SAFETY SENSE 実安全の追求から生まれた、4つの先進安全機能。全グレード標準装備

ハイブリッド
システム
出力抑制

ブレーキ
制御

■インテリジェントクリアランスソナーは自動ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するも
のではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の
可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。■ソナーの感知範囲、作
動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。■巻き込み警報機能には
限界があります。装置を過信せず、安全確認をお願いします。

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）］

踏み間違い時サポートブレーキ

踏み間違えてもサポート

■E、S、S“ツーリングセレクション”はメーカーオプション（28,080円）となります。

Photo：A“ツーリングセレクション”（2WD）。ボディカラーはブルーメタリック〈8X7〉。幾何学調
ルーフフィルム（54,000円）、T-Connect SDナビゲーションシステムとリヤクロストラフィックア
ラートのセット（355,320円）はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

グレーメタリック〈1G3〉

アティチュードブラックマイカ〈218〉 ブルーメタリック〈8X7〉

エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉※2 サーモテクトライムグリーン〈6W7〉※3

スーパーホワイトⅡ〈040〉

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉※1 シルバーメタリック〈1F7〉

スティールブロンドメタリック〈4X1〉

車両本体価格※1

E

S

S“ツーリングセレクション”

A

A“ツーリングセレクション”

Aプレミアム

Aプレミアム“ツーリングセレクション”

2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD

2,518,560円
2,565,000円
2,732,400円
2,842,560円
3,006,720円
3,175,200円
3,284,280円

BODY COLOR ROOF FILM

つながる安心 多彩なカラーバリエーション ※1.メーカーオプション（32,400円） ※2.メーカーオプション（54,000円） ※3.メーカーオプション（43,200円）
※4.メーカーオプション（75,600円） ※5.メーカーオプション（54,000円） ※6.メーカーオプション（97,200円）

ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉
 × 幾何学調ルーフフィルム※4

シルバーメタリック〈1F7〉 
× 幾何学調ルーフフィルム※5

スティールブロンドメタリック〈4X1〉
× 幾何学調ルーフフィルム※5

グレーメタリック〈1G3〉
× 幾何学調ルーフフィルム※5

ブルーメタリック〈8X7〉
× 幾何学調ルーフフィルム※5

エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉
× 幾何学調ルーフフィルム※6

グレード 駆動 価格

DCM（専用通信機）を全車標準装備。

便利で安全・安心をサポートするサービスをご提供します。

Photo：A“ツーリングセレクション”（2WD）。内装色はブラック。アクセサリーコンセント（43,200円）、おくだけ充電（12,960円）、T-Connect SDナビゲーションシステムとリヤクロストラフィックアラートのセット（355,320円）はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

※1. 価格は希望小売価格（消費税8%込み）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、詳しくは店舗スタッフにおたずねください。　■保険料、税金（除く消費税）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。
■価格はスペアタイヤ（応急用）・タイヤ交換用工具付の価格、またはパンク修理キット・タイヤ交換用工具付の価格、またはタイヤパンク応急修理キット・タイヤ交換用工具付の価格です。　★【●…エコカー減税（環境対応車 普及促進税制）　●…グリーン化特例】　●「エコカー減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が平成31年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が平成31年4月30日までの新規
ご登録車が対象となります。　●新車取得時に自動車重量税100％減税の車については、初回継続車検時にも100％減税が適用されます。　●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平成31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。　■排出ガス認定レベルや燃費基準に関しましては、グレード・駆動方式・車両重量などにより異なる場合がございます。　■ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。　■詳しくは店舗スタッフにおたずねください。

＊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、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は変わります。WLTCモードは、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です。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

プリウスは毎日の走りに、安全と安心をプラスしました

2,028,12426,600
プリウス A“ツーリングセレクション” 3,006,720円（税込）プリウス A“ツーリングセレクション” 3,006,720円（税込）
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E-Four（4WD）もご用意しています。

1,820,660 207,464

3

27,106

127,100合計 約 優遇

97,600合計約 29,500合計約



※当社にて修理を行っていただくことが条件となります。※サービスの適用は1年につき1回限りとさせていただきます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

「いたずら」「落書き」
「窓ガラス破損」により
対象車両に損害が
生じた場合に

ハッピーリペアサービスⅡなら、バンパー専用すりきず工房施工時、修理費用5,000円を負担いたします。

新車登録日から1年間 新車登録日から最大3年間（乗用車）
カローラ愛知が負担します。

までを

（税込）

上限5万円 ハッピーリペアサービスⅠ ハッピーリペアサービスⅡ（当社で自動車保険に加入の方）

●2016年10月1日以降に登録された新車
※当社にて直接ご購入いただいた新車に限ります。
※ハッピーリペアサービスⅡにご加入のお客様は対象外。

※軽自動車は検査日から1年間

※貨物車は最大で2年間で
　車検満了時まで。

※初年度登録より2年度目、3年度目については、
　保険を継続されなかった場合、その翌年から対象外になります。

●当社の自動車保険に加入済みまたは初度登録日迄に保険加入された方
●2016年10月1日以降に登録された新車 ※当社にて直接ご購入いただいた新車に限ります。

新車ご成約オリジナル特典

ハッピー
リペアサービスⅠ・Ⅱ

ハッピー
リペアサービスⅠ・Ⅱ

MONTHLY       CAR!

カムリ WS“レザーパッケージ”
［2WD・2.5L＋モーター・5人乗り］

シエンタ FUNBASE G
［2WD・1.5L+モーター・5人乗り］

C-HR 特別仕様車 
G“Mode-Nero”

［2WD・1.8L＋モーター・5人乗り］

パッソ 1.0X “S” キラリ ネオ
［2WD・1.0L+CVT］

ルーミー G シャイニー
［2WD・1.0L+CVT］

イクリプス
ドライブレコーダー
内蔵ナビ
AVN-D9W

イクリプス
ドライブレコーダー内蔵ナビ
AVN-D9W

カローラ愛知
オリジナルフロアマット

（ベージュ、ブラウン、ブラック）

純正サイドバイザー

シーバスリンク
LEDルームランプ ナビレディパッケージ

シーバスリンク LEDルームランプ

純正ドアハンドル
ガーニッシュ（メッキ調）

カローラ愛知
オリジナル
フロアマット

ブラック

ナビレディパッケージ

アクア 特別仕様車 S“Style Black”
［2WD・1.5L＋モーター・5人乗り］

カローラ フィールダー HYBRID G“W×B”
［2WD・1.5L＋モーター・5人乗り］

今月のお得な人気車種をご紹介！

さらにスタイリッシュに、
新しいカムリスポーツ。

シエンタに5人乗りが新登場！！街乗りに最適、人気のSUV。

Photo：WS“レザーパッケージ”。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。

Photo：FUNBASE G（ハイブリッド車）。ボディカラーのブラックマイカ〈209〉×ベージュ〈4V6〉［2SG］（税込み54,000円）はメーカーオプションで車両
本体には含まれておりません。

Photo：G“Mode-Nero”。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。

Photo:X“S”。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〉。※掲載車両画像には、サイドバイザーは装着されておりません。

Photo:G（2WD）。ボディカラーのファインブルーマイカメタリック〈B67〉。掲載車両は、サイドバイザー、ドアハンドルガーニッシュは装着されておりません。

上記はGの一例です。他のグレードにも対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

Photo:特別仕様車S“Style Black”（ベース車両はS）。ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は 
特別設定色。内装色は特別設定色のブラック。

Photo：HYBRID G“W×B”。ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉（税込32,400円）
はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

トヨタカローラ愛知オリジナル！6つの特別装備

トヨタカローラ愛知オリジナル！
キラリと光る5つの特別装備

SUV：自販連区分 ジープ型の四輪
駆動車でワゴンとバン・トラックを
含む（2WDを含む）の国産車

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

28.8km/ℓ＊ 22.8km/ℓ＊

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

34.4 km/ℓ＊

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

34.4 km/ℓ＊

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

30.2km/ℓ＊

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

24.6km/ℓ＊

今 月 の お 得 情 報

＊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）に応じて燃料消費率は異なります。　＊WLTCモードは、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です。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける
比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定します。　※1. 価格は希望小売価格（消費税8%込み）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、詳しくは店舗スタッフにおたずねください。　■保険料、税金（除く消
費税）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。　■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。　■価格はスペアタイヤ（応急用）・タイヤ交換用工具付の価格、またはパンク修理キット・タイヤ交換用工
具付の価格、またはタイヤパンク応急修理キット・タイヤ交換用工具付の価格です。　★【●…エコカー減税（環境対応車 普及促進税制）　●…グリーン化特例】　●「エコカー減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が平成31年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が平成31年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。　

●新車取得時に自動車重量税100％減税の車については、初回継続車検時にも100％減税が適用されます。　●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平成31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。　■排出ガス認定レベルや燃費基準に関しましては、グレード・駆動方式・車両重量などにより異なる場合がございます。　■ボディカラーおよび内
装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。　■詳しくは店舗スタッフにおたずねください。

4,341,600 円車両本体価格※1

2,340,360 円

車両本体価格※1

2,979,200 円

車両本体価格※1

1,350,000 円

1,800,000 円

1,979,640 円車両本体価格※1 2,536,920円車両本体価格※1

特別装備で
さらに輝く

もっと安全に、便利に。
凛々しさは
そのままに、新しく生まれ変わった。

①

④ ⑤

② ③

フロント

ステップ ラゲッジ デッキサイド

センター

G ［2WD・1.0L+CVT］

合計金額……1,923,026円
オプション値引……▲123,026円

車両本体価格1,684,800円
メーカーオプション

付属品
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）……………………………… 29,160円

※金額には取り付け工賃も含まれています。

・ドライブレコーダー内蔵ナビAVN-D9W… …………………………………………………………… 140,000円※
・カローラ愛知オリジナルフロアマット… …………………………………………………………………… 17,280円
・純正サイドバイザー… ……………………………………………………………………………………… 20,520円※
・純正ドアハンドルガーニッシュ（メッキ調）………………………………………………………………………8,856円※
・シーバスリンク…LEDルームランプ…（フロント・センター・ステップ・ラゲッジ・デッキサイド）………………… 22,410円※

X “S”［2WD・1.0L+CVT］

合計金額……1,449,986円 オプション値引……▲99,986円

車両本体価格1,242,000円
メーカーオプション 付属品
ナビレディパッケージ

※バックモニターのガイド線は表示されません。

・バックカメラ
・ステアリングスイッチ
…（オーディオ操作）

写真はX…“L…package・S”

29,160円 ※金額には取り付け工賃も含まれています。

・イクリプス…ドライブレコーダー内蔵ナビAVN-D9W……………………140,000円※
・カローラ愛知オリジナルフロアマット… ………………………………… 14,580円
・純正サイドバイザー… …………………………………………………… 18,360円※
・シーバスリンク…LEDルームランプ………………………………………… 5,886円※

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

キラリと光る魅力の特別装備が満載！

バックカメラ
ステアリングスイッチ
（オーディオ操作）

カローラスポーツ HYBRID G“Z”
［2WD・1.8L＋モーター・5人乗り］

ノア 特別仕様車 
HYBRID Si“W×BⅡ”

［2WD・1.8L＋モーター・7人乗り］

気持ちいいほど、新しい。

Photo:HYBRID G“Z”。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉（税込32,400円）はメーカーオプションで車両本体価格には含まれて
おりません。

Photo:特別仕様車HYBRID Si“W×BⅡ”（7人乗り・2WD）［ベース車両はHYBRID Si（7人乗り・2WD）］。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉（税込32,400円）
はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。内装色のブラック＆フロマージュは特別設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

23.8km/ℓ＊ 2,689,200 円車両本体価格※13,380,400円

車両本体価格※1

ゆったり快適な室内

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!
全店で

エコカー減税●
（環境対応車…普及促進税制）

自動車取得税 自動車重量税

20%減税 25%減税

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

28.4 km/ℓ＊

純正サイドバイザー⑥

※色・グレードは店舗に
お問い合わせください。

試乗OK!

カローラスポーツ
安全・安心用品プレゼントキャンペーンノアナビ得キャンペーン

盗難防止機能付き
ナンバーフレーム
※フロント＆リア
　（デラックス）

トヨタ純正ドライブレコーダー（下記いずれか）

1/5〜2/28までの
受注分

※4月末までの登録分

1/5〜2/28までの
受注分

※4月末までの登録分

別体型（ナビ連動・スマホ連動） 一体型（ナビ連動） 一体型

燃料消費率（＊国土交通省審査値）

28.0km/ℓ＊ 21.0km/ℓ＊

一例：12.1型後席ディスプレイ
… （V12T-R68C）

NSZN-Z68T…306,720円（税込）

期間中、ノア（HV除く）の新車と
T-Connectナビ10インチモデルを

同時購入で

期間中、カローラスポーツの新車を購入で　

トヨタ純正用品
10万円分（

税
込
）
を

プレゼント！
左記の
セットを
プレゼント！

※フロアマット、サイドバイザー、ナンバーフレーム、モデリスタ用品、TRD用品は除きます。
※取付工賃は別途必要です。

＋

①

④ ⑤

② ③

燃料消費率
（＊国土交通省審査値）

30.0km/ℓ＊

25.6km/ℓ＊

※取付工賃は別途必要となります。

※バックモニターのガイド線は表示されません。

パッソナビ得キャンペーン 1/5〜3/31までの受注分
※3月末までの登録分

一例：トヨタ純正ドライブ
　　レコーダーNSZT-W68T…

160,920円（税込）

期間中、パッソの新車とT-Connectナビ
7インチモデルを同時購入で トヨタ純正用品

5万円分（
税
込
）
をプレゼント！

※フロアマット、サイドバイザー、ナンバーフレーム、モデリスタ用品、TRD用品は除きます。※取付工賃は別途必要です。



U-Car情報在庫は カローラ愛知　中古車 検索

※１：諸費用には、税金・自賠責保険料・リサイクル料金・登録費用は含まれておりますが、納車
費用・任意保険料・ロードサービス料 等は含まれておりません。※２：お客様のご要望に応じ
て、上記項目以外の追加装備・内外装のキズ等の修理・新品タイヤ交換は有償で承ります。

３つのオススメポイント
車両代・諸費用込み  ※1 で
３０万円台・５０万円台の
分かりやすい価格設定

納車前の安心点検  ※2

全車ロングラン保証１年付

〈WEBサイトでは下記の帯付車両が目印です〉

トヨタカローラ愛知オリジナル U-Car

スマイレットカー
旧モデル車で、内外装がキレイな車を厳選!

納車前の徹底整備！お値打ち！
旧モデル車で内外装が比較的
キレイなお車をお値打ち価格で厳選！

全車ロングラン保証
1年付！

● 1年間走行距離無制限の無料保証
● 約60項目・5000部品が保証対象
● 全国5,000箇所で修理可能

ル
イ
マ
ス

ル
イ
マ
ス3

ル
イ
マ
ス

ル
イ
マ
ス2ル

イ
マ
ス

ル
イ
マ
ス1
スマイレットカー3つのスマイルポイント

※写真はイメージです。※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

WEBサイトではこちらの
帯付車両が目印！

を組み合わせた
当社のオリジナル

U-Carブランドです。

「スマイル」
お客様の お値打ちな

「アウトレットカー」+

スマイレットカー

定額払い 29歳以下のお客様対象

対象車種
トヨタカローラ愛知の取り扱いU-Car全車
但し、残価設定型割賦は、初度登録から5年以内の全トヨタ車及び、
軽自動車在庫に限ります。

※写真はイメージです。※お支払い例は、弊社HPをご確認ください。※詳しくはスタッフ
までお問い合わせください。

ドライブレコーダー
プレゼント！

初期費用を貯めな
くても今すぐクルマに

乗れる！

U-Carの
金利が…

通常割賦
の場合

残価設定型
割賦
の場合

カローラ愛知オリジナル

U29サポートカー 好評発売中！

新しい買い方のご提案

そんなちょっとしたキズのことなら、
バンパーを交換する程のキズでもないけど…

※キズの場所や大きさによっては補修できない場合もあります。詳しくはスタッフまでおたずねください。

「安い！」「きれい！」「早い！」 カローラ愛知に
おまかせください！！

サービス情報

※作業内容により、所要時間は異なります。
作業時間最短で90分

調色・塗装の
エキスパート！！

※10cm×20cm以内、ソリッド・メタリックの場合

（税込）17,280円～お手頃価格で
とってもおトク！！

だから安心！ 
補修作業をするのは

仕上がりも
丁寧でスピーディー！

すりきず工房すりきず工房バンパー専用

スリムなコンパクト設計のオールインワンモデル

21,060円＜税込＞（工賃別途）
3年保証

HDDナビ用 SDナビ用

トヨタ純正 
カメラ一体型

ドライブレコーダー
DRT-H68A

その他機種、豊富に取り揃えています。
詳しくはスタッフまでご相談ください。

安い！

きれい！

早い！

シンプルな価格設定！
さらにサポート充実！

花粉やホコリを放っておくと、イヤな臭いやカビの原因になります！
カローラ愛知ならいつでも無料でチェックいたします！！

クリーンエア
フィルター交換

特別価格
通常価格6,480円

3,240円（工賃込）

カビ・細菌を除去してきれいな空気！

エアコン洗浄3,240円（工賃込）オススメ！

5,400円＜税込＞（工賃込）

ダブルで快適なカーライフを！

クリーンエアフィルター
無料チェック！！
クリーンエアフィルター
無料チェック！！

フィルター
は

“花粉”や

“ホコリ”で

いっぱい！！

ドライブレコーダードライブレコーダー

ナビ地図ソフトの更新で快適ドライブにでかけよう！

ナビ地図ソフト発売ナビ地図ソフト発売

今なら

ホコリで
まっ黒！！
ホコリで
まっ黒！！

最新! 18年秋版

（税込）16,200円～
※価格は一例です。※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格で参考価格です。作業時間に応じた取付費が別に発生する場合があります。取付費は
販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。●仕様・価格は2018年12月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

21,060円～（税込）

HDD（A）

交換前交換前 交換後交換後プラグインハイブリッド セダン

コンパクト

ミニバン

SUV

スポーツ

ワゴン

ビジネス

……軽自動車

プリウス　車両本体価格（税込）
2,518,560円～

カローラ スポーツ　車両本体価格（税込）
2,106,000円～

シエンタ　車両本体価格（税込）
1,776,600円～

カローラ フィールダー　車両本体価格（税込）
1,656,720円～

ピクシス バン　車両本体価格（税込）
923,400円～

ピクシス メガ　車両本体価格（税込）
1,350,000円～

カローラ アクシオ　車両本体価格（税込）
1,507,680円～

パッソ　車両本体価格（税込）
1,177,200円～

ノア　車両本体価格（税込）
2,466,720円～

プリウスα　車両本体価格（税込）
2,565,000円～

カムリ　車両本体価格（税込）
3,298,320円～

ルーミー　車両本体価格（税込）
1,463,400円～

エスティマ　車両本体価格（税込）
3,271,418円～

タウンエース トラック　車両本体価格（税込）
1,439,640円～

ピクシス エポック　車両本体価格（税込）
842,400円～

スペイド　車両本体価格（税込）
1,828,440円～

C-HR　車両本体価格（税込）
2,290,000円～

タウンエース バン　車両本体価格（税込）
1,578,960円～

ピクシス ジョイ　車両本体価格（税込）
1,225,800円～

アクア　車両本体価格（税込）
1,785,240円～

86（ハチロク）　車両本体価格（税込）
2,623,320円～

プロボックス　車両本体価格（税込）
1,380,240円～

ピクシス トラック　車両本体価格（税込）
680,400円～

欲しいクルマきっと見つかる。
トヨタカローラ愛知、
充実のラインアップ。

プリウス PHV　車両本体価格（税込）
3,261,600円～

試乗予約・見積もりは
トヨタカローラ愛知の
ホームページから

見積りは
こちらから

試乗予約は
こちらから

簡単ラクラク、いつでも頼める 携帯端末からはQRコードでカンタンアクセス!

COROLLA AICHI  ALL MODELS LINE UP
NEW



【取り扱い車種】　C-HR　86　アクア　プリウス　プリウスα　プリウスPHV　カムリ　カローラ アクシオ　カローラ フィールダー　カローラ スポーツ　スペイド　パッソ　ルーミー　エスティマ　エスティマハイブリッド　ノア　シエンタ　プロボックス　ピクシス エポック　ピクシス メガ　ピクシス ジョイ

https://www.c-aichi.co.jp/

■ショールーム／9：30〜19：00 
■サービス受付／9：30〜18：00営 業 時 間

掲載の内容は平成30年12月現在のものです。

※同居の家族間でのご紹介は対象外とさせていただきます。 ※法人などの複数台数のご紹介は、1件（１台）のカウントとさせていただきます。※ギフトの発送は、登録日・車検実施日以降となりますので、あらかじめご了承ください。

当社に入庫歴のない車
（国産車に限る）の
車検入庫で

期間中、
1台目ご成約で

期間中、
2台目ご成約で

期間中、
3台目以降の
ご成約で

これまでに、当社とお付き合いのない
ご友人・お知り合い・会社の方などを、是非、ご紹介ください。
ご紹介いただいた方が、ご成約または車検入庫されると
ご紹介者様に素敵なプレゼントをさせていただきます。

お知り合いの方をぜひご紹介ください！

はじめました

新型車やお得なイベント情報を
いち早くお知らせ！！

QRコードで追加！ボタンを
タップして、「友達を追加」画面へ。
表示されている「追加」ボタンを
押してください。

トヨタカローラ愛知
非公式キャラクター

ライチくん


