
C-HR アクア エスティマHV エスクァイア シエンタ

大分トヨタの
ハイブリッドカー
シリーズ

大切な人のために。 ■大分中央/（097）536-2626
■別　　府/（0977）67-2111
■日　　田/（0973）22-5184
■宇　　佐/（0978）32-7700
■竹　　田/（0974）63-3281

■中　　津/（0979）24-2820
■佐　　伯/（0972）22-3411
■臼　　杵/（0972）62-5135
■杵　　築/（0978）62-3045

/（097）528-8777

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）　最終月支払額

ご購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合（※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わせください。●各車のお支払プラ
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。

■
/（097）569-1147

あっぱれ! U-Car スタジアム
■アケノプラザ

大分トヨタ自動車の
Facebookはこちら

http://oita-toyota.jp

QRコード

ホームページ
アドレス

大分トヨタ
自動車

お客様相談テレホン

★燃料消費率はお客様の使用環境（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。
《残価設定型プラン》
最終回のお支払い方法を
右記3つの選択肢から
お選びいただきます。

クラウン プリウス プリウスα PHV

■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。※リサイクル料金が別途必要になります。車両本体価格、その他の表示価格は消費税込みです。
■自動車グリーン税制対象車の場合、ご購入翌年度の自動車税が対象となります。詳しくは営業スタッフへお尋ねください。

（7人乗り）

シエンタ
ルーミー

プリウス

新型

2列シート、5人乗り仕様も
　　　　仲間入り！

歩行者（昼間）との
衝突回避支援も含む、
3つの先進安全機能を
標準装備！

あっぱれ
価格

あっぱれ
価格 減税

約　　95,100円も
　別途優遇！

車両本体価格 
2,123,280円を

（消費税込）

205.0万円
73,280円お得！

（消費税込）

ℓ34.4
（国土交通省審査値）

お支払開始31年4月、ボーナス7月・12月としたお支払い例です。

●最終回・・・・・・・・・・・・849,310円
2,152,849円●合　計・・・・・・・・・・・

●ボーナス月（6回）・・・・・・・・50,000円550,000円
●初　回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,739円
●月 （々28回）・・・・・・・・・・・・・15,600円

●頭金・下取車額・・・・・・・・・・・・・

月々なんと15,600円より
ラクラクお支払いプラン36回例（残価設定型）

2.9%
36回払いのみ
金利

電気式無段変速機

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）］

特別
装備

アクア 特別仕様車　
Crossover “Glam”1.5ℓ　2WD

ハイブリッドカー

あっぱれ
価格

あっぱれ
価格 減税

約 107,400円も
　別途優遇！

車両本体価格 
2,380,320円を

（消費税込）

車両本体価格 
2,565,000円を

（消費税込）

230.0万円
80,320円お得！

（消費税込）

あっぱれ
価格

あっぱれ
価格 減税

約 116,100円も
　別途優遇！250.0万円

65,000円お得！

（消費税込）

ℓ28.8
（国土交通省審査値）

ℓ37.2
（国土交通省審査値）

お支払開始31年4月、ボーナス7月・12月としたお支払い例です。

●最終回・・・・・・・・・・・・1,071,140円
2,429,958円●合　計・・・・・・・・・・・

●ボーナス月（6回）・・・・・・・・50,000円400,000円
●初　回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,218円
●月 （々28回）・・・・・・・・・・・・・22,700円

●頭金・下取車額・・・・・・・・・・・

月々なんと22,700円より
ラクラクお支払いプラン36回例（残価設定型）

2.9%
36回払いのみ
金利

電気式無段変速機
新型シエンタ G 1.5ℓ 2WD
ハイブリッドカー

アクア

トヨタのサポカーS〈ワイド〉特別仕様車

Crossover “Glam”

特別
仕様車

Photo:特別仕様車Crossover “Glam”1.5ℓ。ボディカラーのオリーブ
マイカメタリックは特別設定色。

上質で落ち着いた雰囲気に仕上げた
特別仕様車です。

8つのソナーでコンビニなどのガラスや壁を
検知してアクセルの踏み間違いや踏み過ぎ
などで起こる不意の衝突を緩和します。

Photo:新型シエンタ G1.5ℓ。ボディカラーのブラックマイカ×エアーイエロー
はメーカーオプション ５４，０００円（税込）を別途申し受けます。　

特別
仕様車

あっぱれ
価格

あっぱれ
価格 減税

約 14,200円も
　別途優遇！

車両本体価格 
1,730,160円を

（消費税込）

167.0万円
60,160円お得！

（消費税込）

ℓ24.6
（国土交通省審査値） ※ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ、トランクマット、ロングラゲージマットなど※ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ、トランクマット、ロングラゲージマットなど

お支払開始31年4月、ボーナス7月・12月としたお支払い例です。

●最終回・・・・・・・・・・・・830,470円
1,763,182円●合　計・・・・・・・・・・・

●ボーナス月（6回）・・・・・・・・40,000円370,000円
●初　回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,912円
●月 （々28回）・・・・・・・・・・・・・11,100円

●頭金・下取車額・・・・・・・・・・・・・

月々なんと11,100円より
ラクラクお支払いプラン36回例（残価設定型）

2.9%
36回払いのみ
金利

ルーミー特別仕様車
G “Cozy Edition”1.0ℓ 2WD

Photo:特別仕様車ルーミー G “Cozy Edition ”1.0ℓ。ボディカラーは
　　　　ファイアークオーツレッドメタリック。

112 13
sat sun

新型プリウス
店頭発表会

お支払開始31年4月、ボーナス7月・12月としたお支払い例です。

●最終回・・・・・・・・・・・1,179,900円
2,639,385円●合　計・・・・・・・・・・・

●ボーナス月（6回）・・・・・・・・90,000円500,000円
●初　回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,285円
●月 （々28回）・・・・・・・・・・・・・14,400円

●頭金・下取車額・・・・・・・・・・・・・

月々なんと14,400円より
ラクラクお支払いプラン36回例（残価設定型）

2.9%
36回払いのみ
金利

安
全
運
転

新型

電気式無段変速機
新型プリウス　S 1.8ℓ　2WD
ハイブリッドカー

プリウス
ご成約
プレゼント！

CVT

119 20
sat sun

来週

今年も
よろしく

!

よりスタイリッシュになったエクステリアと、
さらに進化した安全性や、利便性にご期待ください!

新型

T-Connectナビ
7インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
30,000円値引き!※

T-Connectナビ
9インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
50,000円値引き!※

（DRT-H68A）

▶または

▶さらに
※ETCボイスタイプ（ナビ連動）、バックガイドモニター、ナビ含む。　　

※ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ、トランクマット、ロングラゲージマットなど

カメラ一体型ドライブレコーダー
をプレゼント

ラゲージ商品　の中から1品と※

T-Connectナビ
7インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
30,000円値引き!※

T-Connectナビ
9インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
50,000円値引き!※

（DRT-H68A）

▶または

▶さらに
※ETCボイスタイプ（ナビ連動）、バックガイドモニター、ナビ含む。　　

※ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ、トランクマット、ロングラゲージマットなど

カメラ一体型ドライブレコーダー
をプレゼント

ラゲージ商品　の中から1品と※

T-Connectナビ
7インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
30,000円値引き!※

T-Connectナビ
9インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
50,000円値引き!※

（DRT-H68A）

▶または

▶さらに
※ETCボイスタイプ（ナビ連動）、バックガイドモニター、ナビ含む。　　

※ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ、トランクマット、ロングラゲージマットなど

カメラ一体型ドライブレコーダー
をプレゼント

ラゲージ商品　の中から1品と※

T-Connectナビ
7インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
30,000円値引き!※

T-Connectナビ
9インチ取付で

トヨタ純正
ディーラーオプション
50,000円値引き!※

（DRT-H68A）

▶または

▶さらに
※ETCボイスタイプ（ナビ連動）、バックガイドモニター、ナビ含む。　　

※ラゲージソフトトレイ、ラゲージトレイ、トランクマット、ロングラゲージマットなど

カメラ一体型ドライブレコーダー
をプレゼント

ラゲージ商品　の中から1品と※

Photo:新型プリウス S 1.8ℓ（2WD）。ボディカラーはブルーメタリック。

特別仕様車３つのポイント
インテリア／すみずみまで上質な空間
エクステリア／後ろ姿へのこだわり
運転補助機能／車庫入れをスマートに

頼もしい安全性能で
安心のドライブを！

カタログ ギフト
（5,000円相当）

美味百撰
プリウス
ご成約の
方にもれ

なく


