在庫限定

30

台

特別
金利
※

1.9%
クラウン限定

（実質年率）

ご利用に限らせていただきます。

特 典 2

※ただし、対象は下記パーツに限らせていただきます。

TRD

ガードコスメ

（81,000円相当）

プレゼント！

TRD エアロパーツセット
（RS以外）

256,500円

TRD エアロパーツセット
（RS用）

264,060円
52,920円

TRD トランクスポイラー

81,216円

モデリスタ クールシャインキット

モデリスタ

モデリスタ エアロキット
（RS以外 IPAなし）

247,644円

モデリスタ エアロキット
（RS以外 IPAあり）

250,668円

モデリスタ エアロキット
（RS用 IPAなし）

390,744円

モデリスタ エアロキット
（RS用 IPAあり）

393,768円

特 典 4
ボディにガラス系の
コーティングを施し、
汚れを付きにくくします。
水洗い洗車のみで
お手入れも簡単！

50%OFF

エアロパーツ

3月末まで実施中！
！

特 典 3

または

特 典 1

宮城トヨタ特別企画車

マルチ録画対応！車両前方と後方を同時にFULL HD 録画！

前後方 ドライブレコーダー

TACTI製・ミルモアイ
（61,236円相当）

DRC-32ST

プレゼント！

※ただし、サンシェード付車は「カメラ別体ドライブレコーダー」
（トヨタ純正・前方のみ）
となります。

※「CPCダブルG」
「CPCエクスG」
「CPCマキシム」
をご希望の場合は、差額を頂戴いたします。
※自動 車 販 売 会 社 及 び 、関 連 業 者・リース契 約 の 方は除かせていただきます。

新型クラウン Hybrid 2.5 RS

例えば

［2500ccハイブリッド・2WD］

車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,416,200円
・
・
・
・
・
・ 37,800円
（メーカーオプション）
ホワイトパールクリスタルシャイン
◆ フロアマッ
トエクセレント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81,000円
◆ サイドバイザーベーシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,588円
◆ 盗難防止ナンバーフレームプレステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,748円
◆ 前後方ドライブレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61,236円
◆ モデリスタエアロキッ
ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390,744円
◆ ガードコスメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,000円
◆
◆

モデリスタ
エアロキットを
装着した場合

合計

6,110,316円

（消費税込）

61,236円OFF
81,000円OFF
195,372円OFF
112,708円OFF

ドライブレコーダープレゼント値引き・・・・・・・・・・・・
ガードコスメプレゼント値引き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モデリスタエアロキット50％値引き・・・・・・・・・
その他値引き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合計

450,316円OFF！！

特別
価格

566 万円

Photo：新型クラウン Hybrid 2.5 RS 。
モデリスタエアロキット装着車。
ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン
〈062〉。

＊1

（ 値引き後の
価格です。）

歩行者も検知！

プリクラッシュセーフティシステム ★1
自動ブレーキ［対歩行者（昼夜）
・対自転車運転者（昼）
・対車両］

エアロキット（RS用 IPAなし）

ハンドル操作サポート レーントレーシングアシスト

幅3m以上の車線を50km/h以上で走行時に作動します。
また道路状況、
車両状態および天候状態によっては、
ご使用になれない場合があります。

追従ドライブ支援機能 レーダークルーズコントロール
標識読み取りディスプレイ ロードサインアシスト
AUTO

フロントウイングスポイラー

サイドスカート

リヤスタイリングキット

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

自動ハイビーム オートマチックハイビーム ★3

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

★4

先行車発進告知機能

※上記は一例です。その他のボディカラー・グレードもございます。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
＊1表示の価格は消費税込み
（8％）
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。●詳しくは宮城トヨタのスタッフにおたずねください。●掲載の内容は平成31年2月現在のものです。

1.9%
（実質年率）

クラウン限定

特別金利

月々

16,600円

ご利用で

3月末まで実施中！
※
ご利用に限らせていただきます。

頭金1,500,000円
（下取車を含む）

36回払いの場合

で乗れる！

● 新型クラウン Hybrid 2.5 S“C package” のお支払い例
■頭金（下取車を含む）／1,500,000円

■割賦手数料／182,545円

■月々／16,600円×28回

■最終回お支払い額／2,578,500円

■割賦元金／3,840,000円

■初回お支払額（5月）／19,245円

■ボーナス月
（7月・12月）／160,000円×6回

■お支払い総額／5,522,545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。

新型クラウン Hybrid 2.5 S C package

例えば

［2500ccハイブリッド・2WD］

車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,157,000円
・
・
・
・
・
・ 37,800円
（メーカーオプション）
ホワイトパールクリスタルシャイン
◆ フロアマッ
トエクセレント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81,000円
◆ サイドバイザーベーシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,588円
◆ 盗難防止ナンバーフレームプレステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,748円
◆ 前後方ドライブレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61,236円
◆ TRDエアロパーツセッ
ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 256,500円
◆ ガードコスメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,000円
◆
◆

TRD
エアロパーツセットを
装着した場合

合計

5,716,872円

（消費税込）

ドライブレコーダープレゼント値引き

61,236円OFF
81,000円OFF
128,250円OFF
106,386円OFF

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ガードコスメプレゼント値引き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TRDエアロパーツ50％値引き・・・・・・・・・・・・・・・・

その他値引き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合計

376,872円OFF！！

特別
価格

534 万円

Photo：新型クラウン Hybrid 2.5 S C package 。
TRDエアロパーツセット装着車。
ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン
〈062〉。

＊1

（ 値引き後の
価格です。）

歩行者も検知！

プリクラッシュセーフティシステム

★1

自動ブレーキ［対歩行者（昼夜）
・対自転車運転者（昼）
・対車両］

エアロパーツセット

ハンドル操作サポート レーントレーシングアシスト

幅3m以上の車線を50km/h以上で走行時に作動します。
また道路状況、
車両状態および天候状態によっては、
ご使用になれない場合があります。

追従ドライブ支援機能 レーダークルーズコントロール
標識読み取りディスプレイ ロードサインアシスト
AUTO

フロントスポイラー

サイドスカート

リヤバンパースポイラー

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

自動ハイビーム オートマチックハイビーム ★3

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

★4

先行車発進告知機能

※上記は一例です。その他のボディカラー・グレードもございます。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
＊1表示の価格は消費税込み
（8％）
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。●詳しくは宮城トヨタのスタッフにおたずねください。●掲載の内容は平成31年2月現在のものです。

サポカーSワイド
自動ブレーキ
（対歩行者）
/
車線逸脱警報/先進ライト/
ペダル踏み間違い時加速抑制装置

残価設定型ローン

★1.■プリクラッシュセーフティシステムは道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。■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。 ★2.■レーンディパーチャーアラートはあくまで運転補助機能です。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。■本システムは幅約3m以上の車線を自車速度約50km/h以上で走行時に作動します。
また道路
状況、車両状態および天候状態等によっては、
ご使用になれない場合があります。 ★3.■オートマチックハイビームは自車速度約30km/h以上で作動します。■ハイ・ロービームの切替自動制御には状況により限界があります。運転時にはつね
に周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。■道路状況および天候状態等によっては、
ご利用になれない場合があります。■運転中は、横断者などを早めに発見するためにハイビームを推奨します
が、対向車・先行車だけでなく、周囲の歩行者・自転車等に配慮し、
ロービームへの切り替えや減速など、安全運転を心がけてください。 ★4.■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。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。■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、
安全運転に努めてください。■ソナーの感知範囲、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。詳細は、webまたは店頭でご確認ください。

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。

■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。※詳しくは宮城トヨタの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
最終回支払い

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
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。

