
●7型パイオニア楽ナビ
（AVIC-RW802-D)

●パイオニア
　ドライブレコーダー

●スタッドレスタイヤ&
　　　　　アルミホイールセット

※当社指定のものとなります。※写真はイメージです。

●リモートスタート
※車種によって機種が異なります。

●ウインターブレード
※ヴィッツは、フロント１本、リヤ１本のセットになります。

（1台分）

FUNBASE X（5人乗り）2WD
シエンタ
●車両本体価格/1,776,600円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+15インチアルミホイールセット/146,016円
●リモートスタート（ベーシックタイプ）/54,000円
●ウィンターブレード/12,960円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●バックカメラユニット/23,760円
●寒冷地仕様/22,680円
■合計価格/2,169,828円を

ホワイトパールクリスタルシャイン(OP)/1台

ブラックマイカ/1台※オプションカラー（ＯＰ）はプラス32,400円となります。

お得！お得！
181,828 円181,828 円

198.8198.8 万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

1.3F 4WD 
ヴィッツ
●車両本体価格/1,589,760円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+14インチアルミホイールセット/94,608円
●リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）/72,576円
●ウィンターブレード/9,720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/43,200円
●フロントフォグランプ/10,800円
●寒冷地仕様/21,600円
●オプションカラー /32,400円
■合計価格/2,008,476円を

お得！お得！
150,476円150,476円

185.8185.8 万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

ホワイトパールクリスタルシャイン/2台

お得！お得！
260,836円260,836円

192.8192.8 万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

ヴィッツ
ハイブリッドF 

ホワイトパールクリスタルシャイン/2台

●車両本体価格/1,819,800円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+14インチアルミホイールセット/94,608円
●リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）/72,576円
●ウィンターブレード/9,720円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●フロントフォグランプ/10,800円
●寒冷地仕様/15,120円
●オプションカラー /32,400円
■合計価格/2,188,836円を

標準装備

自 動
ブレーキ
プリクラッシュ
セーフティシステム
プリクラッシュ
セーフティシステム

標準装備

自 動
ブレーキ
プリクラッシュ
セーフティシステム
プリクラッシュ
セーフティシステム

標準装備

自 動
ブレーキ
プリクラッシュ
セーフティシステム
プリクラッシュ
セーフティシステム

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/2台

ブラックマイカ/1台

C-HR
S-T “LEDパッケージ” 4WD

※オプションカラー（ＯＰ）はプラス32,400円となります。

お得！お得！
205,592円205,592円

281.8281.8 万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

●車両本体価格/2,540,400円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+17インチアルミホイールセット/220,320円
●リモートスタート（ベーシックタイプ）/56,592円
●ウィンターブレード/13,608円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●バックカメラ/27,000円
●バックカメラ接続アダプター /8,100円
●寒冷地仕様/23,760円
■合計価格/3,023,592円を

標準装備

自 動
ブレーキ
プリクラッシュ
セーフティシステム
プリクラッシュ
セーフティシステム

ヴィッツ
ハイブリッドU “Sportyパッケージ”

お得！お得！
304,556円304,556円

248.8248.8 万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

ホワイトパールクリスタルシャイン/1台

●車両本体価格/2,237,760円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+16インチアルミホイールセット/195,264円
●リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）/71,280円
●ウィンターブレード/9,720円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●LEDランプセット/86,400円
●フロントフォグランプ/10,800円
●寒冷地仕様/15,120円
●オプションカラー /32,400円
■合計価格/2,792,556円を

標準装備

自 動
ブレーキ
プリクラッシュ
セーフティシステム
プリクラッシュ
セーフティシステム

ホワイトパールクリスタルシャイン(OP)/2台

スティールブロンドメタリック/2台

シルバーメタリック/2台

●車両本体価格/2,801,520円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/106,920円
●スタッドレスタイヤ+15インチアルミホイールセット/133,056円
●リモートスタート（ベーシックタイプ）/52,056円
●ウィンターブレード/14,580円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●バックカメラ接続アダプター /8,100円
●寒冷地仕様/23,760円
■合計価格/3,169,044円を

S “Safety Plus” E-Four
プリウス

お得！お得！
281,044円281,044円

288.8288.8万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

※オプションカラー（ＯＰ）はプラス32,400円となります。

標準装備

自 動
ブレーキ
プリクラッシュ
セーフティシステム
プリクラッシュ
セーフティシステム

標準装備
踏み間違い時
サポート
ブレーキ
インテリジェント
クリアランスソナー
インテリジェント
クリアランスソナー

標準装備

自 動
ブレーキ
スマアシⅢ衝突回避支援
ブレーキ機能
スマアシⅢ衝突回避支援
ブレーキ機能

標準装備
踏み間違い時
サポート
ブレーキ
スマアシⅢ誤発進抑制
制御機能
スマアシⅢ誤発進抑制
制御機能

タンク 特別仕様車
G “Cozy Edition” 2WD
タンク 特別仕様車
G “Cozy Edition” 2WD

月1々2,500
なら頭金なし！60回払い（金利4.5%）

●頭金0円●割賦元金1,730,160円●初回お支払額14,378円
●毎月お支払額12,500円 (×58回）●ﾎﾞｰﾅｽ月加算額 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605,550円）
●返却時総額1,389,378円●買取時総額1,994,928円

円
頭
金101万1803

なら頭金1回で３年間乗る！（金利4.5%）

●頭金1,011,803円　●割賦元金830,470円　●割賦手数料112,113円　
●返却時総額1,011,803円　●買取時総額1,842,273円

お支払いで3年間お乗りいただけます
円の

※価格にはメーカーオプションカラー32,400円、LEDヘッドランプ64,800円は含まれておりません。※価格にはメーカーオプションカラー32,400円、LEDヘッドランプ64,800円は含まれておりません。

コージーエディション

シルバーメタリック/1台

●車両本体価格/1,886,760円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+15インチアルミホイールセット/146,016円
●リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）/69,984円
●ウィンターブレード/11,016円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●スマートエントリーパッケージ/43,200円
●リヤフォグランプ/10,800円
●寒冷地仕様/16,200円
■合計価格/2,317,788円を

Sグレード
アクア

お得！お得！
269,788円269,788円

204.8204.8万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

●車両本体価格/1,886,760円
●7型パイオニア楽ナビ(AVIC-RW802-D)/104,760円
●スタッドレスタイヤ+15インチアルミホイールセット/146,016円
●リモートスタート（LEDアンサーバックタイプ）/69,984円
●ウィンターブレード/11,016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/43,200円
●スマートエントリーパッケージ/43,200円
●ナビレディパッケージ/28,080円
●バックカメラ接続アダプター /8,100円
●寒冷地仕様/16,200円
■合計価格/2,386,368円を

ジュエリーパープルマイカメタリック/1台

Sグレード
アクア

お得！お得！
168,368円168,368円

221.8221.8万円万円
（税込）（税込）

特別価格特別価格

特別仕様車

おでかけがもっと楽しくなる
コンパクトミニバン。
おでかけがもっと楽しくなる
コンパクトミニバン。

コンパクトでもゆとりの3列シート 自由に使える2列シート
( F U N  B A S E )

特別なタンクが新登場！特別なタンクが新登場！特別なタンクが新登場！
使い勝手の良さとシックなインテリアの、使い勝手の良さとシックなインテリアの、使い勝手の良さとシックなインテリアの、

※ボディカラーはプラムブラウンクリスタルマイカ（メーカーオプション）
※LEDヘッドランプはメーカーオプション
※ボディカラーはプラムブラウンクリスタルマイカ（メーカーオプション）
※LEDヘッドランプはメーカーオプション

月1々6,400
なら頭金なし！60回払い（金利4.5%）

●頭金0円●割賦元金2,020,680円●初回お支払額19,325円
●毎月お支払額16,400円 (×58回）●ﾎﾞｰﾅｽ月加算額 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707,230円）
●返却時総額1,620,525円●買取時総額2,327,755円

円
頭
金123万4136

なら頭金1回で３年間乗る！（金利4.5%）

●頭金1,234,136円　●割賦元金909,300円　●割賦手数料122,756円　
●返却時総額1,234,136円　●買取時総額2,143,436円

お支払いで3年間お乗りいただけます
円の

シエンタ
G 2WD（7人乗り）
シエンタ
G 2WD（7人乗り）

 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格
（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円 2020680円車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格
（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

 1730160円 1730160円 1730160円 1730160円 1730160円車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格
（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

メッキバックドアガーニッシュ センタークラスターパネル
（ピアノブラック塗装/シルバー加飾付）

ドアアームレスト
（ブラック/シルバー加飾付）

特別装備  （※一部掲載）

NEW

お買い得車が勢揃い！お買い得車が勢揃い！
と がナビ 冬の必需品 になったセット

お買い得車が勢揃い！お買い得車が勢揃い！
と がナビ 冬の必需品 になったセット

（VREC-DZ300）

選べる2タイプ

90※

※2018年1～6月当社調べ

■プリクラッシュセーフティシステム・衝突回避支援ブレーキ機能の作動条件は車種により異なります。また、道路状況、天候状態及びドライバーの操作状況等によっては、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。
■プリクラッシュセーフティシステム・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、必ず止まる事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。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。

★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。※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。


