
カー用品

ご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（※1）、及びご購入いただいた販売店に車両をご返却の場合（※2）は、最終月の支払いは不要ですが、その際の車両状態が事前に定められた規定外である場合には、
別途差額をいただきます。●設定残価は、車両状態が事前に定められた場合のみ保証いたします。●お買い上げの際に引き続き分割される場合（※3）別途条件がございます。詳しくは販売店スタッフにお問い合せください。

●各車のラクラクお支払いプランは車両本体価格のみのお支払い例です。カーナビ等の付属品や登録時諸費用は含まれておりません。詳しくは営業スタッフへお尋ねください。

最終回のお支払い方法を下記の3つの選択肢からお選びいただけます。
①ご購入いただいた販売店で新しいクルマにお乗換えの場合※1 …… 0円
②クルマをご返却の場合※2 …………………………………………… 0円
③クルマをお買い上げの場合（一括払い・再クレジット）※3… 最終回支払額

●36回・48回・60回支払いなどがあります。

5,000円相当
プレゼント

新車ご注文時プレゼント

残価型らくらくプラン+シニア向け安心特約で、安全・安心なカーライフを

60歳～
84歳の方
限 定

シニア向け
残価特約安心プラン

ご利用にあたっての詳しい内容は営業スタッフまでお尋ねください。

※写真・イラストはイメージです。
　品切れの際はご容赦ください。

ご来店の際アンケートをご記入頂いた方へ

プレゼント

Photo／カスタムG-T 1.0L 2WD（ガソリン車・5人乗り）
ボディカラーのクールバイオレットクリスタルシャインはメーカーオプション33,000円（税込）を別途申し受けます。

Photo／G 1.5L 2WD（ガソリン車・7人乗り）。
ボディカラーはアーバンカーキ。

2,056,000円
（消費税込）（消費税込）

車両本体価格

あらかじめ設定した3年後の価格を据え置いて、残りの金額を分割払いにするプランです。

月々の
お支払いが
ラクラク！

※左記はあくまでもイメージであり、実際の契約内容によって
は異なることがあります。詳しくは販売店でご確認ください。
※月々のカードご利用金額によりキャッシュバックされる金額
も変動します。
※「使ってバック」以外でポイントをご利用いただいた場合は
キャッシュバックされる金額は減少します。
※毎月の充当金額は、毎月のクルマのクレジット支払い金額が
上限となります。

カードのポイントで月々の
お支払いがさらにラクラク！

600ポイント × 1.5
= 900円

600ポイント × 1.5
= 900円

翌々月のお支払いが
900円軽くなる！
翌々月のお支払いが
900円軽くなる！

たまった
ポイントが
1.5倍に

月々の
お支払いに
充当

TS CUBIC 
CARD

携帯電話代 10,000円

合計 60,000円

公共料金・固定電話 10,000円ガソリン代 10,000円ETC
5,000円スーパー 15,000円レストラン 10,000円

たとえば TS CUBIC CARDの
ご利用明細（1か月分）

600
point

TS CUBIC
CARDを
使う！

トヨタならではの新サービス。「TS CUBIC CARD」のご利用で
たまったポイントを、月々のお支払いに1P=1.5円で充てることが
できます。※毎月充当の場合

残価設定型プランとセットなら、さらに月々の負担が軽く！

※毎月充当の場合〈残価設定型プラン〉

さらに負担が
軽くなる 分

い
払
支
お
回
終
最

一般的なローンとの月々支払額の差900円1.5倍
600P
おクルマの月々のお支払いに

充当 シニアのお客様限定の特別プラン

詳細はこちら詳細はこちら 詳細はこちら詳細はこちら

詳細はこちら詳細はこちら

ルーミー カスタムG-T 1.0L ２WD（5人乗り） 月々なんと18,900円より！

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月としたお支払い例です。 お得なクレジット一体型自動車保険もあります

新型 シエンタ G 1.5L ２WD（7人乗り） 月々なんと15,800円より！

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月としたお支払い例です。

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例

頭金・下取車額･･ 1,250,000円
元金（残金額）･･･ 3,500,000円
初回･･･････････････24,273円
月々････････ 23,700円×28回

ボーナス月･･ 100,000円×6回
最終回･････････ 2,470,000円

お支払い合計 5,007,873円

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例

頭金・下取車額････ 540,000円
元金（残金額）･･･ 1,800,000円
初回･･･････････････16,073円
月々････････ 15,800円×28回

ボーナス月･･･ 50,000円×6回
最終回･････････ 1,170,000円

お支払い合計 2,468,473円

新型 クラウン
CROSSOVER G 2.5L 電気式4WD（5人乗り） 

（HEV）
月々なんと23,700円より！

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月としたお支払い例です。

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：14.1㎞/L
郊外モード：19.1㎞/L
高速道路モード：20.3㎞/L18.3km/L

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：21.2㎞/L
郊外モード：23.8㎞/L
高速道路モード：22.1㎞/L22.4km/L

●残価設定型らくらくクレジット
●残額据置き型（36回払いのみ）ご利用で

ハニードーナツ

5万円相
当

プレゼント
ドライブ
レコーダー

カー用品

豊後牛ステーキ用肉

Photo／CROSSOVER G 2.5L 電気式4WD（ハイブリッド・5人乗り）。
ボディカラーのプレシャスブロンズは
メーカーオプション55,000円（税込）を別途申し受けます。

NEWNEW

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：12.7㎞/L
郊外モード：18.4㎞/L
高速道路モード：18.3㎞/L16.8km/L

使え
る！ 動

ける広い部屋！
いいこと
できた！
シエンタ！

NEWNEW

ご来店
アンケートで

プレゼント

2.9%金利

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

60回払い
金利 3.0％
お得な
クレジット一体型
自動車保険も
あります。

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例

2.9％残価設定型特別金利
（36回払い）

頭金・下取車額････ 356,000円
元金（残金額）･･･ 1,700,000円
初回･･･････････････19,914円
月々････････ 18,900円×28回

ボーナス月･･･ 50,000円×6回
最終回･･･････････ 966,320円

お支払い合計 2,171,434円

36回
払い

クラウンのすべては、いい時間のために。

2.9％残価設定型特別金利
（36回払い）

2.9％残価設定型特別金利
（36回払い）

2,340,000円
（消費税込）（消費税込）

車両本体価格

4,750,000円
（消費税込）（消費税込）

車両本体価格

※写真はイメージです。 2万円値引き
※新車付属品の中からお選び下さい。
　（ クラウン・シエンタ・スープラ・コペン・
 ピクシスシリーズは除く）

（
全
車
種
）

※トヨタモビリティパーツ
　取り扱い用品に限る。

ファミリー

営業
時間

9：30～18：00
（土曜日 9：30～17：30）

抗菌対策に万全を期して営業いたしております
トヨタの新車全車種販売できます！！
※掲載以外の車種については営業スタッフへご相談下さい。※掲載以外の車種については営業スタッフへご相談下さい。

大分トヨタHP大分トヨタHP

カーニバル秋秋ファミリーファミリー
カーニバルカーニバルの

2022年

11月12 土 13 日

本店イベント会場は
社屋玄関前に移動しました。

用作公園用作公園

イベント当日､お車で本店へお越しのお客様へ
至大分

至戸次

国　道

１０
ROUTE

大分方面からお越しのお客様
寒田団地入口交差点を右折

寒田団地入口
交差点

戸次方面からお越しのお客様
寒田団地入口交差点を左折

レクサス
大分

アルメイダ
病院

大分トヨタ
自動車

ネッツトヨタ
東九州

大分銀行

フレイン

やよい軒

イベント開催の為、
10号線側入口(正面入口)は、
ご利用いただけません。
レクサス側入口から､
ご来店ください。

■価格はパンク修理キットまたはスペアタイヤ､タイヤ交換用工具付の価格です。■車両本体価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料､税金(除く消費税)､登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途申し受けます。
■各車のラクラクお支払いプランは車両本体価格のみのお支払い例です｡カーナビ等の付属品や登録時諸費用は含まれておりません｡詳しくは販売店・営業スタッフへお尋ねください。■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。

※1：燃料消費率、交流電力量消費率および一充電走行距離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、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

FUN TO DRIVE,AGAIN,

※表示価格は消費税10％込の価格です。　※車両本体価格及び画像は2022年10月15日現在のものです。 ※内容については予告なしに変更となる場合があります。ご了承下さい。



iPhone14 大好評！！データ移行無料サービス実施中！トヨタの親切、ていねい！

選ぶなら、トヨタの安心中古車（U-Car）

187.0万円

■ R1年式 ライズ G

車台番号
下3ケタ

1,000㏄　5ドア
シャイニングホワイトパール
CVT
走行62千㎞
車検渡し
修復歴：なし　リ済別

169.4万円

■ H30年式 アクア クロスオーバー

車台番号
下3ケタ

1,500㏄　5ドア
スーパーレッド V
CVT　ナビ付
走行64千㎞
車検R5年8月
修復歴：なし　リ済別

159.5万円

■ H29年式 アクア G

車台番号
下3ケタ

1,500㏄　5ドア
シルバーM
CVT　
走行43千㎞
車検渡し
修復歴：なし　リ済別

154.0万円

■ H29年式 ルーミー カスタム GS

車台番号
下3ケタ

1,000㏄　5ドア
ルリマイカメタリック
CVT　
走行25千㎞
車検渡し
修復歴：なし　リ済別

247.5万円

■ R2年式 ヤリスクロス Z

車台番号
下3ケタ

1,500㏄　5ドア
クロ
CVT　ナビ付
走行6千㎞
車検R5年8月
修復歴：なし　リ済別

225.5万円

■ H31年式 カローラスポーツ G

車台番号
下3ケタ

1，200㏄　5ドア
アティチュードブラックマイカ
フロアMT6
走行31千㎞
車検渡し
修復歴：なし　リ済別

214.5万円

■ R3年式 アクア X

車台番号
下3ケタ

1,500㏄　5ドア
エモーショナルレッド2
CVT
走行2千㎞
車検R6年7月
修復歴：なし　リ済別

198.0万円

■ H25年式 86 GTリミテッド

車台番号
下3ケタ

2,000㏄　2ドア
ライトニングレッド
フロアAT6　ナビ付
走行51千㎞
車検渡し
修復歴：なし　リ済別

車検渡し以外の車は定期点検整備を実施（納車前）、整備費用は販売価格に含みます。保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

11/12●土・13●日 エンジニアのオススメ商品

高い操縦安定性と
快適な乗り心地

※交換推奨期間2～4年
サイズ

アクア、ポルテ175/65R 15

プリウス、エスクァイア195/65R 15

クラウンロイヤル215/60R 16

クラウンアスリート225/45R 18

今が買いドキ お得な『タイヤ』

品　名

40B19L（R）

50B24L（R）

60D23L（R）

HV用 34B20R

HV用 46B24R

イベント価格（税込）

6,800円
14,200円
18,300円
20,000円
31,200円

組替料

バランス料

廃タイヤ処理料

エアバルブ料
（上記はタイヤ1本の価格です。）

（取替料を含む）

今回に限り

無 料

ACデルコバッテリー

13,500円
16,800円
21,000円
34,700円

イベント価格（税込）

※尚、タイヤサイズにより当日交換出来ない場合は後日お願いすることもございます。　詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。
その他のタイヤについては店頭にてご相談下さい。

パッソ X“L package” 1.0L ２WD（5人乗り）

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例 2.9％残価設定型特別金利（36回払い）

月々
なんと10,600円より！

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月とした
お支払い例です。

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

頭金・下取車額･････････････ 385,000円
元金（残金額）････････････ 1,000,000円
初回･･･････････････････････ 11,828円
月々･････････････････10,600円×28回
ボーナス月････････････ 50,000円×6回
最終回････････････････････ 453,750円

詳細はこちら詳細はこちら

1,447,378円
Photo／X“L package” 1.0L ２WD（ガソリン車・5人乗り）。ボディカラーはターコイズブルーマイカメタリック。

当日オイルエレメント交換はいたしておりません。ご了承ください。

エンジンオイル交換は
お休みします。
ご了承ください。

但し、11月19日㈯・20日㈰・26日㈯・27日㈰は
ご予約にて、左記料金で実施致します。

表記料金はトラックを除きます。

エンジンオイル交換を２日間に限り（本店除く）
下記料金にて実施いたします。

■排気量
　2,000㏄まで

1,000円（税込）
■排気量
　3,000㏄まで

2,000円（税込）
■排気量
　4,000㏄まで

3,000円（税込）
■排気量
　4,000㏄超

4,000円（税込）
※追加整備料・部品代は別途申し受けます。 
※お持ち込み・お引き取り車に限ります。

全店舗で実施中！

給電機能があれば、もしもの時に電気製品が使えて安心。

いざという時にはクルマが
1500Wの電源にもなります

※イラストはイメージです。

イベントインフォメーション 11/12 土 13日

●ペット保険説明会

顔出しパネルで
写真を撮りませんか

※一部店舗を
　除きます

お支払い合計

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例 2.9％残価設定型特別金利（36回払い）

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月とした
お支払い例です。

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

頭金・下取車額･････････････ 555,000円
元金（残金額）････････････ 2,500,000円
初回･･･････････････････････ 16,838円
月々･････････････････16,800円×28回
ボーナス月･･･････････100,000円×6回
最終回･･････････････････ 1,588,600円

3,230,838円お支払い合計

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例 2.9％残価設定型特別金利（36回払い）

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月とした
お支払い例です。

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

頭金・下取車額･････････････ 463,000円
元金（残金額）････････････ 1,700,000円
初回･･･････････････････････ 14,829円
月々･････････････････14,400円×28回
ボーナス月････････････ 50,000円×6回
最終回･･････････････････ 1,103,130円

2,284,159円お支払い合計

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例 2.9％残価設定型特別金利（36回払い）

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月とした
お支払い例です。

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

頭金・下取車額･････････････ 700,000円
元金（残金額）････････････ 2,000,000円
初回･･･････････････････････ 11,828円
月々･････････････････11,100円×28回
ボーナス月･･･････････100,000円×6回
最終回･･････････････････ 1,215,000円

2,837,628円お支払い合計

ラクラクお支払いプラン
（残価設定型）36回お支払い例 2.9％残価設定型特別金利（36回払い）

お支払開始 令和5年1月、ボーナス1月・7月とした
お支払い例です。

お得なクレジット一体型自動車保険もあります

頭金・下取車額･････････････ 420,000円
元金（残金額）････････････ 1,800,000円
初回･･･････････････････････ 15,120円
月々･････････････････13,700円×28回
ボーナス月････････････ 80,000円×6回
最終回･･････････････････ 1,043,400円

2,342,120円お支払い合計

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：27.8㎞/L
郊外モード：32.9㎞/L
高速道路モード：28.3㎞/L29.5km/L

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：13.6㎞/L
郊外モード：20.2㎞/L
高速道路モード：23.1㎞/L19.4km/L

カローラ スポーツ G 1.8L ２WD（5人乗り） （HEV）

月々
なんと11,100円より！

詳細はこちら詳細はこちら

Photo／G 1.8L 2WD（ハイブリッド・5人乗り）。ボディカラーはオレンジマイカメタリック。

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：29.6㎞/L
郊外モード：30.2㎞/L
高速道路モード：26.1㎞/L28.0km/L

ライズ G 1.2L ２WD（5人乗り） （HEV）

月々
なんと14,400円より！

詳細はこちら詳細はこちら

Photo／G 1.2L 2WD（ハイブリッド・5人乗り）。ボディカラーはナチュラルベージュマイカメタリック。

カローラ G 1.5L ２WD（5人乗り） 

月々
なんと13,700円より！

詳細はこちら詳細はこちら

Photo／G 1.5L 2WD（ガソリン車・5人乗り）。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカは
メーカーオプション33,000円（税込）を別途申し受けます。

C-HR 特別仕様車 G“Mode-Nero Safety Plus Ⅲ
1.8L ２WD（5人乗り）

（HEV）

月々
なんと16,800円より！

詳細はこちら詳細はこちら

Photo／特別仕様車 G“Mode-Nero Safety Plus Ⅲ
2WD（ハイブリッド・5人乗り）。ボディカラーの
MONO TONEホワイトパールクリスタルシャインは
メーカーオプション33,000円（税込）を別途申し受けます。

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：24.7㎞/L
郊外モード：28.6㎞/L
高速道路モード：24.6㎞/L25.8km/L

燃料消費率※1（国土交通省審査値）

市街地モード：17.4㎞/L
郊外モード：22.6㎞/L
高速道路モード：22.6㎞/L21.0km/L

本店のみ

NEWNEW NEWNEW

「スーパーフォーミュラカー」本店展示中
ヨコハマタイヤ協賛

あいおいニッセイ同和損害保険

（きゅうとごぶんのいち）

9 1/5

受 付／9：30～15：00

出店

タルトとケーキの店

●ミニ四駆をレース会場で購入し組み立て走らせよう
ミニ四駆を購入・ご家族で組立後、コース走行する方のみ
（500円現金のみ。カード払い不可）
保護者同伴でお願いいたします。
※台数に限りがあります。品切れの際はご了承下さい。

お子様向け（対象者：小学生以下） 

全店で開催本店で開催
※イラストはイメージです。 ※コース図は

　イメージです。

1,385,000円
（消費税込）（消費税込）

車両本体価格
2,700,000円

（消費税込）（消費税込）

車両本体価格
2,220,000円

（消費税込）（消費税込）

車両本体価格

2,163,000円
（消費税込）（消費税込）

車両本体価格
3,055,000円

（消費税込）（消費税込）

車両本体価格

●ガラポンコーナー
●無料ドリンクコーナー

仕様車おトクな

お得な
抗菌対策に万全を期して
営業いたしております

☎097-569-1111 〒870-1133  
大分市大字宮崎1427-1

お客様相談テレフォン

0120-043430
本社 https://oita-toyota.jp 大分トヨタ自動車の

Facebookはこちら 大分中央店
☎（097）536-2626

別 府 店
☎（0977）67-2111

中 津 店
☎（0979）24-2820

日 田 店
☎（0973）22-5184

佐 伯 店
☎（0972）22-3411

宇 佐 店
☎（0978）32-7700

あっぱれU-Carスタジアム
☎（097）569-1147

臼 杵 店
☎（0972）62-5135

竹 田 店
☎（0974）63-3281

杵 築 店
☎（0978）62-3045

本　店
☎（097）569-1115

アケノプラザ
☎（097）528-8777

昭和電工ドーム大分

大分信用金庫 玉泉院

大分トヨタ

アルメイダ
病院

至
佐
伯

至
大
分
市
街

あっぱれ
U-Carスタジアム

※1：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、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 　※内容について予告なしに変更となる場合があります。ご了承下さい。

大切な人のために

※掲載以外の車種については営業スタッフへご相談下さい。

宇佐店
（仮）

明屋書店大分トヨタ自動車
ホームページアドレス


