
トヨタ
カローラ群馬

好きにまみれろ。

SAFTY SUPPORTSAFTY SUPPORT

■道路状況、車両状況、天候状態および操作状態によっては、システムが正しく作動しないことがあります。■これらの安全装備は、あくまで運転を支援する機能です。■システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。
■詳しくはWeb又は店頭スタッフにお問い合わせください。

＊予防安全機能に
ついての留意事項

プリクラッシュ
セーフティ

ぶつからないを
サポート

オートマチック
ハイビーム

夜間の
見やすさを
サポート

ついていくを
サポート

レーダークルーズ
コントロール

レーントレーシング
アシスト

高速道路の
クルージングを
サポート

ロードサイン
アシスト

標識の見逃し
防止を
サポート

 Toyota Safet y Sense
5つの先進機能でドライバーをサポート

車両本体価格帯
（消費税込） 2,608,200円 3,817,800円～X（2WD） HYBRID G（E-Four）PRICE

2WD

4WD

2,608,200円
2,835,000円

2WD

4WD

-
3,137,400円

2WD

4WD

-
3,202,200円

2WD

4WD

-
3,348,000円

2WD

E-Four

3,202,200円
3,450,600円

2WD

E-Four

-
3,817,800円

GX G“Z package”Adventure HYBRID X HYBRID G
飽きのこない8種の基本カラーと
個性が光る2TONEスタイルは、
アクティブな気持ちをいつまでも
忘れさせない。

PERFORMANCE

Photo：Adventure。ボディカラー：アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］（54,000円）は
メーカーオプション。■写真は合成です。［ガソリン4WD車に標準装備（Adventure/G“Z package”はダイヤル
式、G/X（4WD）はプッシュ式）］＊1.AIM：AMD Integrated Management■マルチテレインセレクトはオフロード
走行を補助する装置です。■マルチテレインセレクトについては、作動条件および走行条件についてご注意いた
だきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

［HYBRID E-Four車に標準装備］Photo：HYBRID G。ボディカラー：ダークブルーマイカ〈８X8〉■写真は合成
です。＊2.E-Fourは、機械式4WDとは機構および性能が異なります。さまざまな走行状態に応じてFF(前輪駆動)
走行状態から4WD（4輪駆動）走行状態まで自動的に制御し、安定した操縦性・走行の安定性および燃費の向
上に寄与するものです。■路面の状態、勾配、高速等の走行環境によってはガソリン4WD車に比べ、十分な駆
動力が得られない場合があります。

4WD【マルチテレインセレクト】

ぬかるみも、岩石路も、
路面状況に応じた走行をサポート

HYBRID E-Four 【E-Four（電気式4WDシステム*2）】

加速時や雪路で実感賢く
アシストしてくれる安心感

オフロード走行時に「MUD&S AND」「NORMA L」
「ROCK&DIRT」から路面状況に合ったモードを選択すると、
AIM*1が駆動力、4WD、ブレーキを最適に統合制御してくれま
す。

加速時や雪路などの滑りやすい路面でスムーズに4WDに切り
替え、発進性、走行安定性を賢くアシストするE-Fourがさらに進
化。後輪トルクの出力を増加させ、前後輪トルク配分を高め、よ
り緻密な制御を実現しました。

走行状況に応じて後輪トルクを左右独立で制御する「トルクベクタリング機構」と、4WDが必要ないときは後輪への動力伝達を切
断することで燃費向上を図る「ディスコネクト機構」を採用した世界初★の「ダイナミックトルクベクタリンAWD」を新開発。G “Z 
package”とAdventureに搭載しました。

ダイナミックトルクベクタリングAWD

ガソリンエンジン車のために
後輪トルクを左右独立で制御する新4WDシステムを開発

世界初★

★2019年4月現在、トヨタ自動車（株）調べ。※G、Xの4WD車にはダイナミックコントロール4WDを搭載。

衝突被害軽減ブレーキ体験できる
先進安全機能はこちら! プリクラッシュセーフティ レーダークルーズコントロール

追従ドライブ支援機能 車線はみ出しアラート
レーンディパーチャーアラート インテリジェントクリアランスソナー

踏み間違い時サポートブレーキ店頭試乗ではご体験が難しい
トヨタの先進安全機能をリアルに体感！！
シミュレーター導入!!VR

COLOR VARIATIONS 12PATTERN

New Debut!!

車両本体価格 3,137,400円
※車両本体価格にはメーカーオプションは含まれておりません。

車両本体価格 3,137,400円
※車両本体価格にはメーカーオプションは含まれておりません。

RAV4 Adventure
（2WD・CVT）
RAV4 Adventure
（2WD・CVT）

車両本体価格 3,817,800円
※車両本体価格にはメーカーオプションは含まれておりません。

車両本体価格 3,817,800円
※車両本体価格にはメーカーオプションは含まれておりません。

RAV4 HYBRID G （E-Four）RAV4 HYBRID G （E-Four）

4/19  -21FRI SUN

Photo：RAV4  HYBRID G（E-Four） 
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン
〈070〉（32,400円）はメーカーオプション

Photo：RAV4  Adventure（2WD・CVT） 
ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×

アーバンカーキ〈6X3〉[2QU]（54,000円）はメーカーオプション

より多くのお客様に最新の安全装置をご体感頂き、
弊社の願いでもある交通事故死傷者ゼロに向けて交通安全啓蒙活動に努めてまいります。

● 酒気を帯びた方、乗り物に酔いやすい方、妊娠中の方、13際未満の方、体重が100kgを超える方は、ご遠慮ください。 ● VRゴーグルを装着した体験の為、体調不良の方は、ご遠慮ください。
● 首や脊髄に疾患がある方、心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方、内臓疾患をお持ちの方など、身体に不安のある方は、ご遠慮ください。

注 意 点

設置店舗はこちら
前橋江田店

スマーク伊勢崎店

月1々9,400円
残価設定型クレジット

お支払い回数：60回/お支払い開始月：2019年7月

車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・
頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
初回お支払額（2019年7月）・・

RAV4 Adventure （4WD）
3,137,400円
500,000円

2,637,400円
20,861円

19,400円
90,000円

1,192,212円
3,544,273円

月々のお支払額（48回）・・・・・・・・・・・・・・・・・
ボーナス払い（8月・1月）（×10回）・・・・
最終回お支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お支払い総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別金利：4.2%

月3々0,100円
残価設定型クレジット

お支払い回数：60回/お支払い開始月：2019年7月

車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・
頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
初回お支払額（2019年7月）・・

RAV4 HYBRID G （E-Four）
3,817,800円
500,000円

3,317,800円
30,637円

30,100円
90,000円

1,450,764円
4,326,201円

月々のお支払額（48回）・・・・・・・・・・・・・・・・
ボーナス払い（8月・1月）（×10回）・・・
最終回お支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お支払い総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別金利：4.2%

※画像はイメージです。※画像はイメージです。
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コネクト コネクト
発進時

ディスコネクト
定常走行時 雪路・悪路走行時 加速▶定常走行時

コネクト▶ディスコネクト
減速▶停止
ディスコネクト▶コネクト

トルクベクタリング機構：後輪左右トルク分配イメージ
■前後輪トルク配分50：50の場合

ディスコネクト機構：前後輪トルク配分イメージ 駆動トルク： 制動トルク： 後輪トルクイメージ：

後輪左配分時
（右旋回）100：0 ～       0：100 後輪右配分時

（左旋回）

2 TONE

アッシュグレーメタリック〈1K6〉×
アティチュードブラックマイカ〈218〉［2QW］※4

アッシュグレーメタリック〈1K6〉×
グレーメタリック〈1G3〉［2QX］※4

ホワイトパール
クリスタルシャイン〈070〉※1※2

※1.メーカーオプション（32,400円） ※2.X,G,G “Z package”,HYBRID X,HYBRID G専用色 ※3.Adventure専用色 ※4.メーカーオプション（54,000円）Adventure専用色

シルバーメタリック〈1D6〉※4 ダークブルーマイカ〈8X8〉※2 グレーメタリック〈1G3〉

アッシュグレーメタリック〈1K6〉×
シアンメタリック〈8W9〉［2QV］※4

アッシュグレーメタリック〈1K6〉×
アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］※ 4

アティチュードブラックマイカ〈218〉 センシュアルレッドマイカ〈3T3〉※1 アーバンカーキ〈6X3〉※3 シアンメタリック〈8W9〉※3

●プリウス ●プリウスα ●プリウスPHV ●カムリ ● アクア ●86 ●カローラスポーツ ●カローラアクシオ ●カローラフィールダー ●パッソ ●ルーミー ●スペイド ●シエンタ ●C-HR ●RAV4 ●ノア ●エスティマ ● タウンエース ●プロボックス


