
プリウスプリウス
 2518560円 2518560円 2518560円 2518560円 2518560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）
 2518560円 2518560円 2518560円 2518560円 2518560円 2518560円 2518560円 2518560円 2518560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）

 1570320円 1570320円 1570320円 1570320円 1570320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）

 1570320円 1570320円 1570320円 1570320円 1570320円 1570320円 1570320円 1570320円 1570320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）

 1528200円 1528200円 1528200円 1528200円 1528200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）

 1528200円 1528200円 1528200円 1528200円 1528200円 1528200円 1528200円 1528200円 1528200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）

ヴォクシーヴォクシー
ZS “煌Ⅱ・アルパインナビ＋冬道安心パッケージ” 2WD（8人乗り）ZS “煌Ⅱ・アルパインナビ＋冬道安心パッケージ” 2WD（8人乗り）

ヴィッツ 特別仕様車ヴィッツ 特別仕様車
1.3F “Safety Edition Ⅲ” 2WD1.3F “Safety Edition Ⅲ” 2WD
ヴィッツ 特別仕様車ヴィッツ 特別仕様車ヴィッツ 特別仕様車
1.3F “Safety Edition Ⅲ” 2WD1.3F “Safety Edition Ⅲ” 2WD1.3F “Safety Edition Ⅲ” 2WD

Eグレード 2WDEグレード 2WD

タンクタンク
X “S” 2WDX “S” 2WD  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）

シエンタシエンタ
G 2WD（7人乗り）G 2WD（7人乗り）

お得！お得！
301,240円301,240円●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
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052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）/54,000円
●ウィンターブレード/13,932円
■合計価格/3,459,240円を

●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
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052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）/54,000円
●ウィンターブレード/13,932円
■合計価格/3,459,240円を

●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/372,600円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●スタッドレスタイヤ+16インチアルミホイールセット/178,416円
●リモートスタート（ベーシックタイプ）/55,296円
●ウィンターブレード/13,608円
■合計価格/4,363,092円を

●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/372,600円
●ドライブレコーダー（パイオニア VREC-DZ300）/29,052円
●スタッドレスタイヤ+16インチアルミホイールセット/178,416円
●リモートスタート（ベーシックタイプ）/55,296円
●ウィンターブレード/13,608円
■合計価格/4,363,092円を

ヴェルファイアヴェルファイア
Z “アルパインナビ＋冬道安心パッケージ” 2WD（8人乗り）Z “アルパインナビ＋冬道安心パッケージ” 2WD（8人乗り）

※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。※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。※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。※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。

※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。※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。

※価格には販売店装着オプションのオーディオレスカバー１,９４４円は含まれておりません。※価格には販売店装着オプションのオーディオレスカバー１,９４４円は含まれておりません。

※オーディオレスカバーは販売店装着オプション。※オーディオレスカバーは販売店装着オプション。

※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※ボディカラーはブラック

高精細BIG-X
プレミアムナビ

11型 アルパイン

高精細BIG-X
プレミアムナビ

11型 アルパイン

自 動
（被害軽減）
ブレーキ

自 動
（被害軽減）
ブレーキ

自 動
（被害軽減）
ブレーキ

※ボディカラーは特別設定色のセンシュアルレッドマイカ（メーカーオプション）※ボディカラーは特別設定色のセンシュアルレッドマイカ（メーカーオプション）

自 動
（被害軽減）
ブレーキ

自 動
（被害軽減）
ブレーキ

※ボディカラーは、ファインブルーマイカメタリック。※ボディカラーは、ファインブルーマイカメタリック。

特別価格

お得！お得！
365,092円365,092円

399.8399.8万円万円
（税込）（税込）特別価格

家族みんなが使いやすい、
両側スライドドア。

精悍なスタイリングに
生まれ変わって、登場！
精悍なスタイリングに
生まれ変わって、登場！

自 動
（被害軽減）
ブレーキ

ヴォクシー＆ヴェルファイアにアルパインBIG-Xナビと冬の必需品をセットにしたお買い得なオリジナル特別仕様車登場！ヴォクシー＆ヴェルファイアにアルパインBIG-Xナビと冬の必需品をセットにしたお買い得なオリジナル特別仕様車登場！

冬道安心パッケージ！冬道安心パッケージ！アルパインナビアルパインナビ

※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。※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。

冬道安心パッケージ

●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●ウインターブレード
（1台分）

（VREC-DZ300）

アルパインナビ

アルパイン
BIG-Xナビ
※写真のナビは、11型BIG-Xプレミアムナビ（ヴォクシー用）

特別装備
オリジナル

特別装備
オリジナル

315.8315.8 万円万円
（税込）（税込）

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。

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。

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。

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）●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

月2々8,800
なら頭金なし！60回払い（金利4.5%）

●頭金0円●割賦元金3,158,000円●初回お支払額30,534円
●毎月お支払額28,800円 (×58回）●ボーナス月加算額80,000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1,142,640円）
●返却時総額2,500,934円●買取時総額3,643,574円

円

頭
金179万8973

なら頭金1回で３年間乗る！（金利4.5%）

●頭金1,798,973円　●割賦元金1,571,130円　●割賦手数料212,103円　
●返却時総額1,798,973円　●買取時総額3,370,103円

お支払いで3年間お乗りいただけます
円の

月3々6,100
なら頭金なし！60回払い（金利4.5%）

●頭金0円●割賦元金3,998,000 円●初回お支払額37,610円
●毎月お支払額36,100円 (×58回）●ボーナス月加算額100,000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1,485,640円）
●返却時総額3,131,410円●買取時総額4,617,050 円

円

頭
金223万1013

なら頭金1回で３年間乗る！（金利4.5%）

●頭金2,231,013円　●割賦元金2,042,760円　●割賦手数料275,773円　
●返却時総額2,231,013円　●買取時総額4,273,773円

お支払いで3年間お乗りいただけます
円の

月1々1,600
なら頭金なし！60回払い（金利4.5%）

●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

円
頭
金89万1157

なら頭金1回で３年間乗る！（金利4.5%）

●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

お支払いで3年間お乗りいただけます
円の

月
々9,900

なら頭金なし！60回払い（金利4.5%）

●頭金0円●割賦元金1,528,200円●初回お支払額10,240円
●毎月お支払額9,900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534,870円）
●返却時総額1,224,440円●買取時総額1,759,310円

円
頭
金89万3697

なら頭金1回で３年間乗る！（金利4.5%）

●頭金893,697円　●割賦元金733,530円　●割賦手数料99,027円　
●返却時総額893,697円　●買取時総額1,627,227円

お支払いで3年間お乗りいただけます
円の

90※

※2018年1～12月当社調べ

★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。

■プリクラッシュセーフティ・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。 ■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。


