厳選 お買い得車

アルパイン BIG-X プレミアムナビ、ドラレコ、ETC がついてお買い得！

ナビ・バックカメラ＆ドラレコがついてお買い得！

特別装備

(AVN-R9W)

自動

ヴィッツ

ブレーキ

プリクラッシュセーフティ

プリクラッシュセーフティ

●車両本体価格/1,900,800円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●ナビレディセット
（バックカメラ）
/46,440円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●寒冷地仕様/15,120円
●オプションカラー /32,400円
■合計価格/2,133,972円を

177.8

ホワイトパールクリスタルシャイン(OP)/3台
センシュアルレッドマイカ(OP)/2台
ダークブルーマイカ/2台

（税込）

万円

※オプションカラー（OP）
はプラス32,400円。

自動

アクア

105,972円 お得！

202.8

ブレーキ

プリクラッシュセーフティ

204.8

万円

※オプションカラー（OP）
はプラス32,400円。

自動

タンク

ブレーキ

140,172円 お得！

211.8

（税込）

シルバーメタリック/2台
ブラックマイカ/1台

万円

自動

X

S・ナビパッケージ

2WD

129,412円
お得！

特別価格

ブレーキ

2WD（8人乗り）

●ベース車両/ヴェルファイア Z 2WD
（8人乗り）
●車両本体価格/3,714,120円
●11型アルパインBIG-Xプレミアムナビ＋3カメラパッケージ/373,680円
●12.8型アルパインWXGA液晶リアビジョン/147,960円
●2ウェイドライブレコーダー /40,500円
●ETC車載器
（ビルトイン/ナビ連動）/32,400円
■合計価格/4,308,660円を

特別価格

310,660円

399.8

（税込）

自動

211.8

（税込）

万円

パールホワイトⅢ/2台
レーザーブルークリスタルシャイン/2台

9,900
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頭金なし！60回払い（金利4.5%）

なら

円

特別装備

（税込）

万円

頭金1回で３年間乗る！
（金利4.5%）

万3497 円の

お支払いで3年間お乗りいただけます

●頭金0円●割賦元金1,538,000円●初回お支払額11,108円
●毎月お支払額9,900円(×58回）
●ボーナス月加算額65,000円(×10回)
●最終回お支払い
（①お乗り換え時0円②ご返却時0円③お買い取り時534,870円）
●返却時総額1,235,308円●買取時総額1,770,178円

●7型イクリプスナビ (AVN-R9W)
【DVD再生 / フルセグ】

●パイオニアドライブレコーダー

（VREC-DZ300）

●頭金903,497円 ●割賦元金733,530円 ●割賦手数料99,027円
●返却時総額903,497円 ●買取時総額1,637,027円

※ボディカラーはマゼンタベリーマイカメタリック。

毎日乗りたいから、安全・安心な装備がうれしい特別なヴィッツ。

自動

ぶつからないをサポートする、
プリクラッシュセーフティ
（自動（被害軽減）
ブレーキ）
をはじめとした、最新の安全運転支援機能を搭載。

（被害軽減）

ブレーキ

自動

ヴォクシー

（被害軽減）

ブレーキ

プリクラッシュセーフティ

（被害軽減）

ブレーキ

プリクラッシュセーフティ

S-T LEDパッケージ 4WD

ZS 煌Ⅱ 4WD
（7人乗り）

●車両本体価格/2,540,400円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●バックカメラ/27,000円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●寒冷地仕様/23,760円
■合計価格/2,730,372円を

●車両本体価格/3,081,240円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●バックアイカメラ(BEC113)/22,680円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●寒冷地仕様/22,680円
■合計価格/3,265,812円を

ヴィッツ 特別仕様車

ぶつからないをサポートする
“自動（被害軽減）ブレーキ”

車両本体価格

万円

ホワイトパールクリスタルシャイン(OP)/1台
メタルストリームメタリック/1台
ブラックマイカ/1台

147,812円 お得！

311.8

（税込）

万円

※オプションカラー
（OP）
はプラス32,400円。

※オプションカラー（OP）
はプラス32,400円。

ホワイトパールクリスタルシャイン(OP)/1台
ブラック/3台

（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）

11,600

頭金なし！60回払い（金利4.5%）

円

●頭金 0 円●割賦元金 1,570,320 円●初回お支払額 15,561 円
●毎月お支払額 11,600 円 (×58 回）
●ボーナス月加算額 64,000 円 (×10 回 )
●最終回お支払い（①お乗り換え時 0 円②ご返却時 0 円③お買い取り時 471,090 円）
●返却時総額 1,328,361 円●買取時総額 1,799,451 円

1570320円

（税込）
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なら

頭金

257.8

（税込）

特別価格

月々

152,372円 お得！

プリクラッシュ
セーフティ

PiPiPi

1.3F Safety Edition Ⅲ 2WD

なら

特別価格

万円

※価格にはメーカーオプションカラー 32,400円は含まれておりません。
※4WDはプラス250,560円となります。 ※7人乗りはプラス43,200円となります。

プリクラッシュセーフティ

C-HR

お得！

※4WDはプラス172,800円となります。

なら

131,532円 お得！

153.8
頭金

万円

タンク

月々

207.8

アルパインパッケージ

タンク ナビパッケージ

ブレーキ

（被害軽減）

●車両本体価格/2,008,800円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●バックアイカメラ(BEC113)/22,680円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●コンフォートパッケージ/22,680円
●寒冷地仕様/23,760円
●オプションカラー /32,400円
■合計価格/2,249,532円を

（税込）

万円

Z

人気のタンクにナビとドラレコがついた、
お買い得な特別仕様車！

自動

（被害軽減）

●ベース車両/タンク X S 2WD（5人乗り）
●車両本体価格/1,528,200円
●7型イクリプスナビ
（AVN-R9W）
/110,160円
●ドライブレコーダー
（パイオニアVREC-DZ300）
/29,052円
●合計価格/1,667,412円を

●車両本体価格/1,902,960円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●バックアイカメラ(BEC113)/22,680円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●LEDヘッドランプ/64,800円
●LEDフロントフォグランプ/21,600円
●寒冷地仕様/23,760円
●オプションカラー /32,400円
■合計価格/2,207,412円を

特別価格

（税込）

ヴェルファイア

プリクラッシュセーフティ

カスタムG 4WD

パールホワイトⅢ/2台
レーザーブルークリスタルシャイン/1台
プラムブラウンクリスタルマイカ/1台

314.8

お得！

※4WDはプラス194,400円となります。※7人乗りはプラス30,240円となります。

自動

G Cozy Edition 4WD

129,412円 お得！

特別価格

302,060円

ブレーキ

タンク

（被害軽減）

2WD（8人乗り）

（被害軽減）

●車両本体価格/1,958,040円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●バックアイカメラ(BEC113)/22,680円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●トヨタセーフティセンス/81,000円
●インテリジェントクリアランスソナー /28,080円
●寒冷地仕様/29,160円
■合計価格/2,258,172円を

特別価格

煌Ⅱ・アルパインパッケージ

●ベース車両/ヴォクシー ZS 煌Ⅱ 2WD（8人乗り）
●車両本体価格/2,856,600円
●11型アルパインBIG-Xプレミアムナビ＋3カメラパッケージ/372,600円
●12.8型アルパインWXGA液晶リアビジョン/147,960円
●2ウェイドライブレコーダー /40,500円
●ETC車載器（ビルトイン/ナビ連動）
/32,400円
●合計価格/3,450,060円を

●車両本体価格/1,979,640円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●ナビレディパッケージ（バックカメラ）
/28,080円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●寒冷地仕様/16,200円
■合計価格/2,163,132円を

ホワイトパールクリスタルシャイン(OP)/3台
ダークブルーマイカ/2台

ZS

万円

X 4WD
（6人乗り）

（税込）

ヴォクシー

ホワイトパールクリスタルシャイン/2台

S スタイル・ブラック

115,132円 お得！

※ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン
（メーカーオプション）

※ボディカラーはブラック

（税込）

シエンタ

（被害軽減）

プリクラッシュセーフティ

ブレーキ

ブレーキ

●車両本体価格/1,710,720円
●7型イクリプスナビ(AVN-R9W)/110,160円
●バックアイカメラ(BEC113)/22,680円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）
/29,052円
●寒冷地仕様/21,600円
■合計価格/1,894,212円を

特別価格

プリクラッシュセーフティ

（被害軽減）

ハイブリッド F Safety EditionⅢ

116,212円 お得！

（被害軽減）

自動

ヴィッツ

（被害軽減）

自動

（被害軽減）

（VREC-DZ300）

1.3F Safety EditionⅢ 4WD

特別価格

12.8型アルパイン高精細リアビジョン
（写真はヴェルファイア用）

ブレーキ

●パイオニアドライブレコーダー

※写真はバックアイカメラ（イクリプスBEC113)
※車種により機種が異なります。

アルパイン

高精細BIG-X
プレミアムナビ

高精細BIG-X
プレミアムナビ

自動

●7型イクリプスナビ

特別価格

12.8型

アルパイン

11型アルパイン高精細BIG-Xプレミアムナビ（写真はヴォクシー用）

●バックカメラ

特別価格

11型

頭金1回で３年間乗る！
（金利4.5%）

万1157円の

お支払いで3年間お乗りいただけます
●頭金891,157円 ●割賦元金785,160円 ●割賦手数料105,997円
●返却時総額891,157円 ●買取時総額1,676,317円

※ボディカラーはジュエリーパープル
マイカメタリック

単眼カメラとレーダーが先行車や歩行者
（昼）
を認識。
衝突回避や被害軽減をサポートします。

■プリクラッシュセーフティは、対車両は自車速度約 10km/h から作動、対歩行者は自車速度 10〜80km/h で作動します。■プリクラッシュセーフティ・衝突回避支援ブレーキ機能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。■インテリジェントクリアランスソナーは低速域の範囲で働くシステムです。■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。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。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。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。■上記の予防安全装備は道路状況、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。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。※リサイクル料金が別途必要となります。※車両本体価格はスペアタイヤ（応急用タイヤ）またはパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。※価格には、保険料・税金（消費税を除く）・登録に伴う費用等は
含まれておりません。
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