
ディーラー

オプション

半額

トヨタカローラ群馬
U渋川子持店 ℡.0279-23-3311
U沼 田 店 ℡.0278-24-4411
U中 之 条 店 ℡.0279-75-5131
U前橋江田店 ℡.027-210-5252
U吉 岡 店  ℡.0279-70-8585

U前橋西片貝店 ℡.027-224-6345
U前橋上小出店 ℡.027-234-8111
Uスマーク伊勢崎店 ℡.0270-20-8900
U桐 生 堤 店 ℡.0277-22-4141
U太田西本町店 ℡.0276-32-2522

■太田西新町店 ℡.0276-31-6111
■大 泉 店 ℡.0276-20-0088
U館 林 店 ℡.0276-73-1551
U=中古車展示場併設店
【営業時間】9：30~19：00

お客様相談テレホン
　0120-338799

●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 ●ノア ●エスティマ ●エスティマハイブリッド ●タウンエース ●プロボックス
※保険料、税金（消費税を除く）、登録料金、リサイクル料金等の諸費用は別途申し受けます。※車両本体価格はタイヤ応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。なお、車両本体価格にはメーカーオプション価格は含まれておりません。 ご希望により別途申し受けます。※ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見える事があります。

※2〈 燃料消費率〉について　国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（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。なお、JC08モード走行は10･15モード走行に比
べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）、セーフティ・サポートカーS＜ベーシック
＋＞（サポカーS＜ベーシック＋＞）、セーフティ・サポートカー（サポカー）は、政府が交通事故防止
対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置
など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

※セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、Toyota Safety Sense Pかつインテリジェ
ントクリアランスソナー装着車。セーフティ・サポートカーS＜ベーシック＋＞（サポカーS＜ベーシック＋＞）は、
Toyota Safety Sense Cかつインテリジェントクリアランスソナー装着車、またはプリクラッシュセーフティか
つインテリジェントクリアランスソナー装着車。セーフティ・サポートカー（サポカー）は、Toyota Safety Sense 
P装着車、またはToyota Safety Sense C装着車、またはプリクラッシュセーフティ装着車。
■グレードによって安全装備の設定が異なる場合があります。■グレードや安全装備の設定によって同じ車
種でも安全運転サポート車の区分が異なる場合があります。■安全装置の各機能の作動には、速度や対
象物等の条件があります。また、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。詳しくは、
取扱書、またはWEBをご覧いただくか、販売店スタッフにおたずねください。■安全装置はドライバーの安全
運転を支援するためのものです。機能を過信せず、安全運転を心掛けてください。

サポカー（セーフティ・サポートカー）は、
政府の定める
「安全運転サポート車」の総称です。

■インテリジェントクリアランスソナーは自動ブレーキが働くシステムですが、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。詳しくは取扱書をご覧くだ
さい。■ソナーの検知範囲、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。

こんな時に!踏み間違えてもサポート
P
R
N
D

バック時に誤ってシフトを
「D」に入れていた!

ブレーキとアクセルを
踏み間違えた!

駐車をしようとして
アクセルを踏みすぎた!

情報入手やご予約に便利な
カローラ群馬のホームページ▶
■イベント情報 ■カタログ請求 ■お見積り ■展示車・試乗車情報

カローラ群馬 検索

トヨタカローラ群馬×

カローラ群馬らくちんプラン残価設定型
クレジット
車両価格の一部を、あらかじめ残価（3・4・5年後の下取り価格）として据え置き、残りの金額を分割払いとするプランです。

Photo：特別仕様車S“Safety Plus”（2WD）［ベース車両はS（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〉（32,400円高）は
メーカーオプションで車両本体価格に含まれておりません。

特別仕様車 S“Safety Plus”
1.8L＋モーター・2WD　車両本体価格（税込）2,607,120円

インテリジェントクリアランスソナー（巻き込み警報機能付）特別装備

※237.2km/L
燃料消費率（国土交通省審査値）

Photo：HYBRID G“WxB”。
ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉（32,400円高）は
メーカーオプションで車両本体価格に含まれておりません。

HYBRID G“WxB”
1.5L＋モーター・2WD

車両本体価格（税込）2,536,920円

インテリジェントクリアランスソナー設定車
※全車にメーカーオプション（MT車は除く）。

※234.4km/L
燃料消費率（国土交通省審査値）

※サポカーSはメーカーオプションのインテリジェント クリアランスソナー装着時。

ICS体感イベント開催！ぜひご体感ください！
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）

3/2金~4日は
「安心カローラの日」
開催店舗／前橋江田店、吉岡店、前橋西片貝店、前橋上小出店、桐生堤店、太田西本町店、館林店

※プレゼントは、なくなり次第終了となります。悪天候等により中止となる場合がございます。詳しくは各店舗スタッフまでお問い合わせください。

体感していただいた方にサポトヨマスク
もしくはサポトヨ使い捨てカイロをプレゼント！

Photo：HYBRID G“W×B”。
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円高）は
メーカーオプションで車両本体価格に
含まれておりません。

保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は含まれておりません。別途申し受けます。お支払い開始月に
よってお支払い価格が異なる場合がございます。詳しくはスタッフまでおたずねください。

お支払い回数は36回・48回・60回（3・4・5年）から選択できます！らくちんプラン適用金利4.5%

この部分だけ
お支払い

残 価

頭金と分割払い 最終回支払い
①②の場合、最終月の支払いは不要ですが、その際の車両状態が事前に定めた規定外
である場合には、別途差額をいただきます。③の場合、再度分割払いをされる際は、別
途条件がございます。詳しくはスタッフまでおたずねください。

①当社で新車にお乗り換えで0円

②当社にクルマをご返却で0円

③このクルマに乗り続ける場合は
一括もしくは再度分割払い

最終回の
お支払いは、
60回払いの場合で
支払い開始5年後

※1

※234.4km/L
燃料消費率（国土交通省審査値）

HYBRID G“WxB”
1.5L＋モーター・2WD

車両本体価格（税込）2,482,920円

※HYBRID G“W×B”、HYBRID G、1.5G“W×B”、1.5G（CVT）に標準装備。
HYBRID、1.5X（CVT）・1.3Xにメーカーオプション。

インテリジェントクリアランスソナー付車

※234.4km/L
燃料消費率（国土交通省審査値）

特別仕様車 S“Style Black”
1.5L＋モーター・2WD

車両本体価格（税込）1,962,360円

特別仕様車 S“Style Black”
1.5L＋モーター・2WD

車両本体価格（税込）1,962,360円
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特別仕様車 Si“W×B”
2.0L・7人乗り・2WD

車両本体価格（税込）2,869,560円

特別仕様車
S“LED Edition”
1.8L＋モーター・2WD

車両本体価格（税込）2,670,000円

※230.2km/L
燃料消費率（国土交通省審査値）

※216.0km/L
燃料消費率（国土交通省審査値）

Photo：Si“W×B”。
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円高）は
メーカーオプションで車両本体価格に含まれておりません。

Photo：S“LED Edition”。ボディカラーのブラック〈202〉×
センシュアルレッドマイカ〈3T3〉［2NF］（54,000円高）は
メーカーオプションで車両本体価格に含まれておりません。

Photo：S“Style Black”。
ボディカラーは特別設定色ダークブルーマイカ〈8S6〉。

特別金利4.2%

らくちんプラン支払い例

月 （々平月）24,900円

●頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
●割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,607,120円
●初回お支払い額・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,628円
●平月お支払い額（×48回）・・・・・・・・24,900円
●ボーナス月（8・1月）（×10回）・・・・90,000円

●設定残価（最終回）※1・・・・・・・・・860,350円
●割賦お支払い総額・・・・・・・・・・・・2,982,178円お支払い開始：平成30年5月

60回払い（5年）

特別金利4.2%

らくちんプラン支払い例

月 （々平月）28,400円

●頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
●割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,536,920円
●初回お支払い額・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,400円
●平月お支払い額（×48回）・・・・・・・・28,400円
●ボーナス月（8・1月）（×10回）・・・・90,000円

●設定残価（最終回）※1・・・・・・・・・583,492円
●割賦お支払い総額・・・・・・・・・・・・2,876,092円お支払い開始：平成30年5月

60回払い（5年）特別金利4.2%

らくちんプラン支払い例

月 （々平月）27,400円

●頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
●割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,482,920円
●初回お支払い額・・・・・・・・・・・・・・・・・28,640円
●平月お支払い額（×48回）・・・・・・・27,400円
●ボーナス月（8・1月）（×10回）・・・90,000円

●設定残価（最終回）※1・・・・・・・・・571,072円
●割賦お支払い総額・・・・・・・・・・・2,814,912円お支払い開始：平成30年5月

60回払い（5年）

特別金利4.2%

らくちんプラン支払い例

月 （々平月）20,500円

●頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
●割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,962,360円
●初回お支払い額・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,839円
●平月お支払い額（×48回）・・・・・・・・20,500円
●ボーナス月（8・1月）（×10回）・・・・80,000円

●設定残価（最終回）※1・・・・・・・・・412,096円
●割賦お支払い総額・・・・・・・・・・・・2,220,935円お支払い開始：平成30年5月

60回払い（5年）

特別金利4.2%

らくちんプラン支払い例

月 （々平月）29,800円

●頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
●割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,869,560円
●初回お支払い額・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,602円
●平月お支払い額（×48回）・・・・・・・・29,800円
●ボーナス月（8・1月）（×10回）・・・・90,000円

●設定残価（最終回）※1・・・・・・・・・918,259円
●割賦お支払い総額・・・・・・・・・・・・3,279,261円お支払い開始：平成30年5月

60回払い（5年）

特別金利4.2%

らくちんプラン支払い例

月 （々平月）27,500円

●頭金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
●割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,670,000円
●初回お支払い額・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,771円
●平月お支払い額（×48回）・・・・・・・・27,500円
●ボーナス月（8・1月）（×10回）・・・・80,000円

●設定残価（最終回）※1・・・・・・・・・907,800円
●割賦お支払い総額・・・・・・・・・・・・3,056,571円お支払い開始：平成30年5月

60回払い（5年）

特別金利 4.2%
「メンテナンスパック」のご購入で -0.2%。
「新車用ボディーコーティング」のご購入で -0.1%。
両方のご購入で -0.3%の金利が優遇されます。

最
大

優遇特典

金 日金 日


