トヨタ車「全車種」
取扱っております!

新車お買得情報11月号

!
全店で試乗会開催中

New
洗練されながらも力強い
コンパクトSUVの
新しいスタイル。

新型ヤリスクロス

メーカー希望小売価格 ＊1

Z
G

GASOLINE

X

（1500cc・2WD）

X“Bパッケージ”
★

HYBRID

Z
G

（1500ccハイブリッド・2WD）

X

2,210,000円
2,020,000円
1,896,000円
1,798,000円
2,584,000円
2,394,000円
2,284,000円
※4WD車もございます。

18,800

Photo：HYBRID Z。ボディカラーのブラックマイカ
〈209〉
×センシュアルレッドマイカ
〈3T3〉
［ 2PN］
は、別途メーカーオプション
（77,000円高）。価格には含まれておりません。

ボーナス無し・ 均等払い

ご利用で

頭金584,000円
60回払いの場合

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

VOXY 特別仕様車
HYBRID ZS“煌 Ⅲ”/ ZS“煌 Ⅲ”

Photo：新型クラウン RS（2.5Lハイブリッド車）。ボディカラーのプレシャスホワイトパール〈090〉
は別途メーカーパッケージオプション
（55,000円高）。
225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール
（スパッタリング塗装/RS仕様専用）
＆センターオーナメントは別途メーカーオプション
（66,000円高）。価格には含まれておりません。

2,940,300円

■頭金
（下取車を含む）
／584,000円
■割賦元金／2,000,000円
■割賦手数料／144,795円
■初回お支払額／20,795円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

＊1

※ハイブリッド車もございます。

メーカー希望小売価格

4,240,000円

＊1

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

「交差点右左折支援」「ドライバー異常時停車支援システム」等、
さらに進化した「先進安全機能」

新型クラウン

メーカー希望小売価格

GASOLINE

RS Advance

HYBRID

（2500cc・2WD）

★

RS
S

※その他のグレード・4WD車もございます。

残価設定型ローン＋
ご利用で

頭金1,319,000円
60回払いの場合

36,600

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

実質
年率

%

円

■月々／36,600円×58回
■最終回お支払い額／2,127,600円
■お支払い総額／5,611,415円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

円

●新型VOXY 特別仕様車 ZS“煌
（きらめき）
Ⅲ”
（ガソリン）のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／440,300円
■割賦元金／2,500,000円
■割賦手数料／185,201円

■初回お支払額／27,260円 ■最終回お支払い額／1,381,941円
■月々／22,000円×58回
■お支払い総額／3,125,501円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

メーカー希望小売価格

3,930,000円

28,000
ボーナス無し・均等払い

残価設定型ローン

ご利用で

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

実質
年率

%

頭金540,000円
60回払いの場合

円

●アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD” のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／540,000円
■割賦元金／3,700,000円
■割賦手数料／287,510円

■初回お支払額／31,510円 ■最終回お支払い額／2,332,000円
■月々／28,000円×58回
■お支払い総額／4,527,510円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

新取扱い
車種

新型ハリアー Z ［2000cc・2WD・5人乗り］
＊1

※ハイブリッド、4WD車もございます。

28,100
ボーナス無し・均等払い

残価設定型ローン

ご利用で

●新型クラウン HYBRID RS
（2WD）のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／1,319,000円
■割賦元金／4,000,000円
■割賦手数料／292,415円
■初回お支払額／42,015円

%

頭金440,300円
60回払いの場合

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

実質
年率

%

頭金630,000円
60回払いの場合

月々

RS

（2000cc・2WD）

5,759,000円
5,099,000円
5,979,000円
5,319,000円
5,202,000円

月々

RS Advance

ボーナス無し・ 均等払い

実質
年率

月々

ご利用で

※ハイブリッド、4WD車もございます。

月々

22,000

アルファード 特別仕様車 S “TYPE GOLD”［2500cc・2WD・7人乗り］

ボーナス無し・均等払い

残価設定型ローン

■月々／18,800円×58回
■最終回お支払い額／1,033,600円
■お支払い総額／2,728,795円

Photo：アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD”
（7人乗り・2WD）
［ベース車両はS
（7人乗り・2WD）］
。
ボディカラーのラグジュアリ−ホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク
〈086〉
は別途メーカーオプション
（33,000円高）
。
価格には含まれておりません。

新型VOXY 特別仕様車 ZS“煌（きらめき）Ⅲ” ［2000cc・2WD・7人乗り］
メーカー希望小売価格

%

● 新型ヤリスクロス HYBRID Z のお支払い例

特別仕様車
S “TYPE GOLD”

Photo：VOXY 特別仕様車ZS“煌
（きらめき）
Ⅲ”
（7人乗り・2WD）
［ベース車両はZS
（7人乗り・2WD）
］
。
ボディカラーはブラック
〈202〉
。内装色はブラック。

高精細12.3インチTFTワイドタッチディスプレイを中心とした空間。
視認性と操作性を高めるだけではなく、機能美を追究したインテリア。

実質
年率

円

新取扱い
車種

New

＊1

月々

新しくなった、クラウン登場。

残価設定型ローン＋

●新型ハリアー Z
（ガソリン・2WD）のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／630,000円
■割賦元金／3,300,000円
■割賦手数料／247,376円

■初回お支払額／31,176円
■月々／28,100円×58回

円

■最終回お支払い額／1,886,400円
■お支払い総額／4,177,376円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

Photo：新型ハリアー Z
（ガソリン・2WD）
。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉
は別途メーカーオプション
（33,000円高）
。価格には含まれておりません。

＊1 表示の価格は消費税込み
（10％）
の価格です。その他の税金・保険料・登録料などの諸費用及び自動車リサイクル料金は別途申し受けます。 ●上記特典は、宮城トヨタ、
ネッツ宮城でTS CUBIC CARDにご加入いただいた方、
もしくは、新規ご加入の方に限ります。 ●詳しくはスタッフにおたずねください。 ●掲載の内容は2020年11月現在のものです。

New

New

特別仕様車

G“Mode-Nero Safety Plus”

Photo：カスタムG-T。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
〈P19〉
は別途メーカーオプション
（33,000円高）
。
価格には含まれておりません。

Photo：特別仕様車G “Mode-Nero Safety Plus”
（2WD）
［ベース車両はG
（2WD）
］
。
ボディカラーのダークブルーマイカ
〈8S6〉
は特別設定色。

Photo：アクア 特別仕様車S“Style Black”
（ベース車両はS）
。ボディカラーのダークブルーマイカ
〈8S6〉
は特別設定色。

新型ルーミー カスタムG-T

新型C-HR 特別仕様車 G “Mode-Nero Safety Plus”

アクア 特別仕様車 S “Style Black”

［1000cc・2WD・5人乗り］

メーカー希望小売価格

2,046,000円

［1800ccハイブリッド・2WD・5人乗り］

＊1

メーカー希望小売価格

※4WD車もございます。

ボーナス無し・ 均等払い

%

円

■月々／16,100円×58回
■最終回お支払い額／757,020円
■お支払い総額／2,158,559円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

残価設定型ローン＋
ご利用で

頭金545,000円
60回払いの場合

新車
特別低金利

■頭金
（下取車を含む）
／545,000円
■割賦元金／2,500,000円
■割賦手数料／177,532円
■初回お支払額／26,932円

1.9

実質
年率

%

ご利用で

円

頭金418,000円
60回払いの場合

■月々／24,700円×58回
■最終回お支払い額／1,218,000円
■お支払い総額／3,222,532円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

ライズ Z ［1000cc・2WD・5人乗り］

メーカー希望小売価格

19,200

1,756,000円

ボーナス無し・ 均等払い

残価設定型ローン＋

●新型C-HR 特別仕様車 G “Mode-Nero Safety Plus” のお支払い例

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

ヤリス G ［1500cc・2WD・CVT・5人乗り］

＊1

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

実質
年率

%

※ハイブリッド2WD、
ハイブリッド4WD
（E-Four）
、
1.5ガソリン4WD車もございます。

18,400

メーカー希望小売価格

ボーナス無し・ 均等払い

円

残価設定型ローン＋
ご利用で

頭金156,000円
60回払いの場合

●アクア 特別仕様車 S “Style Black” のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／418,000円
■割賦元金／1,650,000円
■割賦手数料／108,589円
■初回お支払額／24,589円

＊1

新車
特別低金利

■月々／19,200円×58回
■最終回お支払い額／620,400円
■お支払い総額／2,176,589円

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

実質
年率

%

＊1

※4WD車もございます。

18,600
ボーナス無し・ 均等払い

残価設定型ローン＋
ご利用で

円

頭金260,000円
60回払いの場合

●ヤリス G のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／156,000円
■割賦元金／1,600,000円
■割賦手数料／105,906円
■初回お支払額／24,106円

2,060,000円

新車
特別低金利

■月々／18,400円×58回
■最終回お支払い額／614,600円
■お支払い総額／1,861,906円

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

1.9

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

実質
年率

%

月々

1.9

実質
年率

2,068,000円

ボーナス無し・ 均等払い

● 新型ルーミー カスタムG-T のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／446,200円
■割賦元金／1,599,800円
■割賦手数料／112,559円
■初回お支払額／21,539円

メーカー希望小売価格

Photo：ライズ Z。ボディカラーのブラックマイカメタリック
〈X07〉
×ターコイズブルーマイカメタリック
〈B86〉
［XH6］
は
別途メーカーオプション
（55,000円高）
。価格には含まれておりません。

月々

新車
特別低金利

「残価設定型ローン」＋
「使ってバック」ご利用で

24,700

［1500ccハイブリッド・2WD・5人乗り］

月々

ご利用で

頭金446,200円
60回払いの場合

月々

残価設定型ローン＋

月々

16,100

3,045,000円
＊1

Photo：ヤリス G
（2WD・CVT）
。
ボディカラーのブラック
〈202〉
×コーラルクリスタルシャイン
〈3U7〉
［2SR］
は別途メーカーオプション
（77,000円高）
。
価格には含まれておりません。

円

●ライズ Z のお支払い例
■頭金
（下取車を含む）
／260,000円
■割賦元金／1,800,000円
■割賦手数料／125,346円
■初回お支払額／22,546円

■月々／18,600円×58回
■最終回お支払い額／824,000円
■お支払い総額／2,185,346円

※諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

新登場!!
詳しくはWEBをチェック!
MTGサブスク

検索➡

「MTGサブスクリプション」4 大メリット!
メリット 1
メリット 2
メリット 3
頭金無し
気軽に新車に
1・2・3 年プラン
月々定額払い

決まった予算でクルマに乗れる！
家計にやさしい！
※新車登録に伴う費用は別途必要となります。

お乗り換え

気になる新型車の最新安全装備の
クルマにお乗り換え可能!
営業スタッフまでご相談ください。

メリット

現金1台のご予算で
3台の新車 に乗れる
ケースもございます!

残価設定型ローン

■掲載のお支払い例はあくまでも計算例であり、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。
■設定残価は、車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。 ■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）
、
およびご購入いただいた販売店に車両をご返却の場合
（※2）
、
最終回のお支払いは不要ですが、
車両状態が事前
に定めた規定外である場合には、
別途精算金をいただきます。
・クルマをお買い上げの場合
（※3）
、
一括ご精算または分割
（別途分割手
数料が発生いたします）
も選択できます。分割を選択する場合は、
別途条件がございます。 ■本クレジットは予告なく終了することがござ
いますのであらかじめご了承ください。
クレジットのご利用には条件がございます。※詳しくはスタッフにお問合せください。

この部分を
お支払い
頭金+分割払い

残価

最終回のお支払いは
お客様のライフスタイルに合わせて
3つの支払い方法からご選択

1 新しいクルマにお乗り換え ※1
2 クルマをご返却 ※2

最終回支払い

このクルマをお買い上げ ※3

3 （一括ご精算/再クレジット）

「使ってバックプラン」は新車ご購入時に申請が必要です。TS
CUBIC CARDのご利用で貯まったポイントを、お車のクレジット
ご利用期間中1ポイント＝1.5円でキャッシュバックできるトヨタなら
ではのサービスです。キャッシュバックの方法は
「月々クレジット支
払額への充当
（毎月充当）」
と
「年1回のお振込」からお選びいた
だけます。※宮城トヨタ、
ネッツ宮城で TS CUBIC CARD にご
加入の方、
もしくは新規ご加入の方に限ります。 ※詳しくはスタ
ッフまでおたずねください。

クラウン

宮城トヨタ

検索➡

4

ライズ Z
（2WD）
の場合 9年お乗りのケース

1台のおクルマを「現金購入」で
9年お乗りの場合

2,060,000円

車検費用
（15万×3回 45万円）
＋タイヤ代
（10万×夏2回 20万円）
＋その他消耗品費用
（バッテリー×2回 5万円）
70万円程度かかる場合もございます。

「サブスクリプション」で
3年ごとに新車にお乗り換えの場合

月々25,000円×3年（35回）
＝875,000円
×3台 ＝ 2,625,000円（車検費用なし）

ハリアー

アルファード

ヤリスクロス

ライズ

カローラツーリング

MTGメルマガ
会員募集中
各種イベント情報をお届け！
こちらのQRコードを読み
取って空メールを送るだけの
簡単登録！

www.miyagi-toyota.co.jp
本社／仙台市宮城野区日の出町2-3-7 ☎022-284-2111

「ちょっと乗りたい」も
可能なプランです!

対象車ラインナップ

＊1 表示の価格は消費税込み
（10％）
の価格です。
その他の税金・保険料・登録料などの諸費用及び自動車リサイクル料金は別途申し受けます。●上記特典は、宮城トヨタ、
ネッツ宮城で
TS CUBIC CARDにご加入いただいた方、
もしくは、
新規ご加入の方に限ります。●詳しくはスタッフにおたずねください。●掲載の内容は2020年11月現在のものです。

あらかじめ設定した3年・4年・5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。

例えば

からご選択

※人気の高い「車種・グレード・ボディカラー」限定となります。 ※「メンテナンスパック」へのご加入、
「TOYOTA TS CUBICカード」へのご加入が必須となります。※ペット臭、
たばこ臭は減点対象となります。※オプション用品は
別途加算となります。※走行距離は1年あたり12,000kmを上限とし、超過分は1km 5円のご負担となります。※車両保険・車両新価格特約のご加入が必須となります。※ご利用は個人のお客様に限ります。
※詳しくはスタッフにお問い合わせください。

www.netz-miyagi.co.jp
本社／仙台市宮城野区日の出町2-3-7 ☎022-236-9011

ネッツ宮城

検索➡

営業時間／［平日］9：30〜18：30 ［土日祝］9：30〜18：00
定休日／毎週火曜日・毎月最終水曜日

