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 乗って体感!
試乗キャンペーン!
 乗って体感!
試乗キャンペーン!

乗りくらべ

週末（6/8・9 15・16 22・23）は
お近くのカローラ島根のお店へGo!!

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

■価格は消費税8%込み＜令和元年6月現在のもの＞です。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格で、オプション価格・取付費は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及びリサイクル料金は別途申し受けます。■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文
時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■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ことがあります。■詳しくは販売店にお尋ねください。

※ 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。

ウォンツ
うれしい!おトクな情報発信中!
https://www.c-smn.co.jp/ ホームページ

感じて決める。比べて決める。

※１ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時）に応じて燃料消費率は異なります。※2 WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

ご試乗された方に

今月の店休日
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試乗車を
ご用意！！

試乗車を
ご用意！！

試乗車を
ご用意！！

HYBRID G A

Photo: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［税込］)はメーカーオプションで価格には含まれておりません。

2WD 1.8＋モーター
HYBRID G　 
車両本体価格 252.7200

 万円（税込）
2WD 1.8+モーター
A　 
車両本体価格 284.2560

 万円（税込）

Photo:ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。

.2
km/ℓ34

燃料消費率
JC08モード走行＊1

ハイブリッド車

.2
km/ℓ37

燃料消費率
JC08モード走行＊1

ハイブリッド車

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     2,842,560円
下取りまたは頭金　　　　     437,560円
割賦元金　　　　　　      2,405,000円
初回お支払い額（×1回）　     19,706円
月々のお支払い額（×48回）　     18,900円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        100,000円 お支払い総額（割賦販売価格） 3,160,383円

795,917円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

月々 18,900円
オレンジプランなら月々がこんなにお安く!

（残価設定型割賦）

●上記プリウス 2WD Aのオレンジプランお支払い例

現金一括払い
又は再分割払い

先進の安全性と“CONNECTED”の融合。
この1台から未来が変わる！

.2
km/ℓ15

燃料消費率

試乗車を
ご用意！！

※2

S“LED Package”

ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレーメタリック〈1G3〉［2QX］
54,000円［税込］)はメーカーオプションで価格には含まれておりません。

2WD 1.8＋モーター
HYBRID S“LED Package”
車両本体価格 267.0000

 万円（税込）
Adventure 
4WD 2.0
車両本体価格313.7400

 万円（税込）

アーバンライフに。
取り回しの良さと上品さが際立つ！

組み立てて、走らせて遊べる

スープラ クラフトカープレゼント!

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     2,527,200円
下取りまたは頭金　　　　     410,000円
割賦元金　　　　　　      2,117,200円
初回お支払い額（×1回）　     20,028円
月々のお支払い額（×48回）　     16,800円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        100,000円 お支払い総額（割賦販売価格） 2,792,412円

555,984円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

月々 16,800円
オレンジプランなら月々がこんなにお安く!

（残価設定型割賦）

●上記カローラスポーツ 2WD HYBRID Gのオレンジプランお支払い例

現金一括払い
又は再分割払い

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     3,137,400円
下取りまたは頭金　　　　     320,000円
割賦元金　　　　　　      2,817,400円
初回お支払い額（×1回）　     24,858円
月々のお支払い額（×48回）　     20,800円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        100,000円 お支払い総額（割賦販売価格） 3,535,470円

1,192,212円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

月々 20,800円
オレンジプランなら月々がこんなにお安く!

（残価設定型割賦）

●上記RAV4 4WD 2.0 Adventureのオレンジプランお支払い例

現金一括払い
又は再分割払い

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     2,670,000円
下取りまたは頭金　　　　     200,000円
割賦元金　　　　　　      2,470,000円
初回お支払い額（×1回）　     18,166円
月々のお支払い額（×48回）　     16,800円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        100,000円

Photo:内装色はブラック。オーディオレスカバー〈1,296円[税込・取付け
費別途必要]〉で価格には含まれておりません。

お支払い総額（割賦販売価格） 3,012,466円

987,912円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

月々 16,800円
オレンジプランなら月々がこんなにお安く!

（残価設定型割賦）

●上記C-HR 2WD HYBRID S“LED Package”のオレンジプランお支払い例

現金一括払い
又は再分割払い

ハイセンスな大人のあなたに。
ドレッシーな外観に最新のテクノロジー！

カロスポか

プリウスか！？

乗りくらべて

 決める。

C-HRか
RAV4か！？

乗りくらべて

 決める。

オンロードもオフロードも。
力強く都会的で洗練されたフォルム！

Photo: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［税込］)はメーカーオプションで価格には含まれておりません。

.2
km/ℓ30

燃料消費率
JC08モード走行＊1

ハイブリッド車

0円0円
0円0円

0円0円
0円0円

0円0円
0円0円

0円0円
0円0円

Photo:内装色はブラック。写真のナビは価格には含まれておりません。

Photo:内装色はオーキッドブラウンは設定色（ご注文時に指定が必要
です。指定がない場合はブラックになります）。快適温熱シート+シート
ベンチレーションを装着した場合、シート表皮はパーフォレーション付
となります。オーディオレスカバー〈1,296円[税込・取付け費別途必要]〉
で価格には含まれておりません。

Photo:内装色のクールグレーは設定色（ご注文時に指定が必要です。
指定がない場合はブラックになります）。オーディオレスカバー〈1,296
円[税込・取付け費別途必要]〉で価格には含まれておりません。



見て触れて感じて決めよう！見て触れて感じて決めよう！

特別仕様車登場！

.6
km/ℓ24

燃料消費率
JC08モード走行＊1

(2WD)
［除くターボ車］

特別仕様車

Si Ⅱ“　　　　　 ”　
新
登
場

.0
km/ℓ28

燃料消費率
JC08モード走行＊1

(2WD)
［除く4WD車］

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     1,533,600円
下取りまたは頭金　　　　     300,600円
割賦元金　　　　　　      1,233,000円
初回お支払い額（×1回）　     8,793円
月々のお支払い額（×48回）　      6,800円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        70,000円 お支払い総額（割賦販売価格） 1,688,521円

352,728円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

0円0円
0円0円

現金一括払い
又は再分割払い

月々6,800円
オレンジプランなら月々がこんなにお安く!

（残価設定型割賦）

●上記パッソ 2WD 1.0 MODAのオレンジプランお支払い例

　　　　　　　　　　　　　　　●チラシに掲載のオレンジプランは、お支払いの目安であり、実際の見積もりとは異なる場合があり
ます。●支払い開始は令和元年7月。●価格はすべて消費税込みで令和元年6月現在のものです。●お支払いについてはこの他にも様々
なプランを設定できます。●当店に車両を返却の上新車にお乗り替えの場合（＊1）、及び当店に車両をご返却の場合（＊2）は、最終月の
お支払いは不要ですが、その際の車両状態が事前に定められた規定外である場合には、別途差額をいただきます。●設定残価は、車両
状態が事前に定められた場合のみ保証いたします。●お買上の際に引き続き分割払いをされる場合（＊3）、別途条件がございます。詳し
くは当店スタッフにお問い合わせください。

オレンジプランお支払い上のご注意

■価格は消費税8%込み＜令和元年6月現在のもの＞です。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格で、オプション価
格・取付費は含まれていません。■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。■「メーカーオプショ
ン」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承くだ
さい。■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ことがあります。■詳しくは販売店にお尋ねください。

※ 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。

Ⅲ

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     1,730,160円
下取りまたは頭金　　　　     245,160円
割賦元金　　　　　　      1,485,000円
初回お支払い額（×1回）　     9,989円
月々のお支払い額（×48回）　      7,800円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        70,000円

605,556円

月々7,800円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

0円0円
0円0円

現金一括払い
又は再分割払い

オレンジプランなら月々がこんなにお安く!
（残価設定型割賦）

●上記ルーミー 2WD 1.0 G “Cozy Edition”のオレンジプランお支払い例

.8
km/ℓ28

燃料消費率
JC08モード走行＊1

ハイブリッド車

1.0

Photo:ボディカラーはブラックマイカメタリック〈X07〉

2WD 1.0 
G “Cozy Edition”
車両本体価格 173.0160

 万円（税込）

Photo:ボディカラーはブラックマイカメタリック〈X07〉

Ⅲ

こだわり女子に。
おしゃれでカワイイ！

HYBRID G Cuero

Photo：ボディカラーブラックマイカ〈209〉。

家族団らん大好きファミリーに。
視界も室内もとにかく広い！

先進機能の安心・安全をご体感ください。天候等により店舗によっては開催していない場合もございます。
最寄りの店舗にお問い合わせください。

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステムをお店でご体感いただけます！

体験会の運転はスタッフが行いますので
お気軽にご参加ください！

踏み間違い時サポートブレーキ体験会開催！土・日
限定

カローラ島根応援隊長カロちゃん ©DLE

※オレンジプランUは一括ご精算のみ。

必要に応じてお乗り換えのご相談
1
2
3

最終回支払い

この部分をお支払い

頭金と分割払い

残価

オレンジプラン（残価設定型割賦）とは、あらかじめ設定した3～5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。最終回お支払い時には下記の3つの
方法をご用意していますので、ライフスタイルに合わせてご検討いただけます。U-Car
用のオレンジプランUは一部異なる点がありますのでスタッフにお尋ねください。

車両価格の一部をあらかじめ
残価（＝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

60回（5年）払いの場合

オレンジプランとは？

■ 当社で新しいクルマにお乗り換え＊1
■ おクルマをご返却＊2
■ おクルマをお買い上げ＊3
　  （一括ご精算/再クレジット）

（残価設定型割賦）

2WD 1.0 
MODA
車両本体価格 153.3600

 万円（税込）

2WD 2.0 (7人乗り)
Si “W×B Ⅱ”  
車両本体価格 288.6840

 万円（税込）

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     2,532,600円
下取りまたは頭金　　　　     532,600円
割賦元金　　　　　　      2,000,000円
初回お支払い額（×1回）　     17,417円
月々のお支払い額（×48回）　     14,800円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        90,000円 お支払い総額（割賦販売価格） 2,793,567円

633,150円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

月々 14,800円
オレンジプランなら月々がこんなにお安く!

（残価設定型割賦）

●上記シエンタ HYBRID G Cuero のオレンジプランお支払い例

現金一括払い
又は再分割払い

Photo:ボディカラーのラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク〈
086〉（32,400円[税込]）はメーカーオプションで価格には含まれておりません。

.0
km/ℓ16

燃料消費率
JC08モード走行＊1

(2.0 2WD)

歩行者検知対応！

2WD 1.5＋モーター
HYBRID G Cuero (7人乗り)
車両本体価格 253.2600

 万円（税込）

最終回お支払い額 (残価)
下 記 の 3 つ の パターンからご 選 択 可 能で す。

車両本体価格　　　　     2,886,840円
下取りまたは頭金　　　　     386,840円
割賦元金　　　　　　      2,500,000円
初回お支払い額（×1回）　     21,323円
月々のお支払い額（×48回）　     17,000円
ボーナス月（7月・12月）お支払い額（×10回）        100,000円 お支払い総額（割賦販売価格） 3,234,557円

1,010,394円

月 1々7,000円
（5年60回払い、実質年率3.9%）

新しいクルマにお乗り替え＊1
クルマをご返却＊2

クルマをお買い取り＊3

0円0円
0円0円

0円0円
0円0円現金一括払い

又は再分割払い

オレンジプランなら月々がこんなにお安く!
（残価設定型割賦）

●上記ノア 2WD 2.0 (7人乗り)   Si “W×B Ⅱ”のオレンジプランお支払い例

リビング感覚でくつろげる。
アウトドアでもパートナー！

普段づかいが多いあなたに。
コンパクトなのにたくさん乗れる！

お支払い総額（割賦販売価格） 1,935,105円

パッソか
ルーミーか！？

見て触れて感
じて

 決める。

ノアか
シエンタか！？

見て触れて感
じて

 決める。
Photo:内装色はブラック。写真のナビは価格には含まれておりません。 Photo:内装色はブラック×ブラック。オーディオレスカバー〈1,296円[税

込・取付け費別途必要]〉で価格には含まれておりません。

Photo:内装色はダークグレー。オーディオレスカバー〈2,160円[税込・取
付け費別途必要]〉で価格には含まれておりません。

Photo:写真のナビは販売店装着オプションで価格には含まれておりま
せん。


