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お米サブレプレゼント!
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新型ハリアー登場

お米サブレプレゼント!
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https://www.corolla-nagasaki.jp/ カローラ長崎 検索

トヨタカローラ長崎より、
お客様へ7つのお約束!!

稲  佐  店
〒８５２-８０１１ 長崎市稲佐町２番１０号
☎(095)861-1123

東 長 崎 店
〒８５１-０１３３ 長崎市矢上町２１番１７号
☎(095)839-8328

南 長 崎 店
〒８５０-０９７１ 長崎市磯道町２１２番地
☎(095)878-1880

時  津  店
〒８５１-２１０８ 西彼杵郡時津町日並郷３６０８
☎(095)882-2887

五  島  店
〒８５３-００３１ 五島市吉久木町６９６
☎(0959)72-6201

佐世保大塔店
〒８５９-３２０５ 佐世保市田ノ浦町５番４０号
☎(0956)38-3231

諫  早  店
〒８５４-００５３ 諫早市小川町４０番１号
☎(0957)22-0888

島  原  店
〒８５５-０８０２ 島原市弁天町２丁目７１２５番地１
☎(0957)62-6203

佐世保相浦店
〒８５８-０９１７ 佐世保市愛宕町１５７番地
☎(0956)47-5353

時津展示場
〒８５１-２１０８ 西彼杵郡時津町日並郷３６０８
☎(095)882-2887

大  村  店
〒856-0828 大村市杭出津2丁目721-1
☎(0957)53-1178

ユーカーランド久山
〒８５４-００６６ 諫早市久山町２４６２番４号
☎(0957)20-9338

大塔展示場
〒８５９-３２０５ 佐世保市田ノ浦町５番４０号
☎(0956)38-3231

高価下取り・買取りOK
●トヨタ独自のU-Car販売ネットワークだから
　高額査定が実現。
●もちろんトヨタ車以外も大歓迎。

4日土 5

430万円

日
7月 日店　頭

発表会

たくましく、よりエレガントに。
すべてが新しくなって新型ハリアー、トヨタカローラ長崎から登場 !

大切にしたのは、数値だけを追い求めない、

乗る方の人生を豊かにする、感性に響く機能。

他のSUVと一線を画すフォルムは、流麗でスタイリッシュ。

乗る方を包み込むような安心感ある空間づくり。

すみずみまで“大人のさりげないセンス”があふれた

新型ハリアー、トヨタカローラ長崎から誕生。

◉各店試乗車ございます。

新型ハリアー

①ご来店頂いたお客様を全社員で歓迎します。
②お客様が気持よくお店で過ごせるよう最善を尽くします。
③まずお客様のお話をよくお聞きし、最も適したものをご提案します。
④常にお客様の声を聞き、実現に近づける努力をします。

⑤お客様のご購入後を最も大切にします。
⑥ご提供頂いたお客様の個人情報を厳重に管理します。
⑦法令を守り、環境に配慮した企業活動を展開します。

ご来場プレゼント

新型ハリアー登場
5kg

期間中、ご来場のお客様に

※写真はイメージです。　※お一組様お一つとさせていただきます。
※数に限りがございます。万一品切れの際はご容赦ください。

ご成約プレゼント

お米サブレプレゼント!
プレゼント!

期間中、
カローラ長崎各店にて
新車をご成約のお客様に

※写真はイメージです。

Photo：ハリアー G“Leather Package”（ハイブリッド・2WD）。
ボディカラーのプレシャスブラックパール（55,000円）はメーカーオプション。 

■写真は合成です。
※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。

［  H V  ］3,580,000円～5,040,000円
ハリアーは［ガソリン］2,990,000円～4,430,000円

Photo：ハリアー Z“Leather Package”（ハイブリッド・2WD）。ボディカラーのプレシャスブラックパール（55,000円）はメーカーオプション。
■写真は合成です。

ハリアー G“Leather Package”（2WD）

車　　両
本体価格

●車両本体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す。●車両本体価格にはオプション価格、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・リサイクル料などの諸費用は別途申し受けます。●チラシに掲載されている価格は全て消費税（10％）込みの表示となっております。
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■燃料消費率は定められた試験条件［JC08モード・WLTCモード］（国土交通省審査値）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。
 ＊予防安全機能について　■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、システムが正しく作動しない場合があります。■安全運転を支援するシステムは、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。■詳しくは取Web又は店頭でご確認ください。
●車両本体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す。●車両本体価格にはオプション価格、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・リサイクル料などの諸費用は別途申し受けます。●チラシに掲載されている価格は全て消費税（10％）込みの表示となっております。●掲載の内容は2020年6月19日のものです。●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は異なって見えることがあります。●掲載車意外にも豊富なラインナップを取り揃えております。詳しくは当社スタッフへお問い合わせください。
［ 楽だプラン／うれCプランについて ］最終回のお支払いは新しいお車にお乗り換え、ご返却、買取りのいずれかをお選びいただけます。お乗り換え、ご返却の場合、お支払いは不要ですが、車両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。お車を買取りの場合、一括または分割（分割手数料が発生）でのお支払いが選択出来ます。分割の場合別途審査が必要となります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
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車両本体価格

ライズ G（2WD）

室内に広がるのは、
SUVらしいワクワク感と、
先進的な機能性が融合した空間。

荷物に合わせてラゲージを
有効活用できる、2段デッキボード
＆デッキボード下収納。

進化した
「スマートアシスト」を搭載

1,895,000円車両本体価格

RAV4 Adventure （4WD）

3,195,500円

ご購入時お支払い額（前金）
（割賦手数料）

実質年率1.9%の2回（3年）払い
楽だプラン お支払い例

たった「2回払い」で買える!たった「2回払い」で買える!

1,437,600円
135,494円

お支払い総額（割賦販売価格）3,130,494円

初回お支払い額

2回目のお支払い額（3年後）
※初回お支払い額＝頭金＋割賦元金

1,573,094円

1,557,400円

ご購入時お支払い額（頭金）
割賦手数料
割賦元金
初回お支払い額
月々お支払い額（×48回）
ボーナス月お支払い額（×10回）
最終月（60回目）お支払い額
お支払い総額（割賦販売価格）

実質年率3.9%の60回（5年）払い

車両本体価格

C-HR G（2WD）

うれCプラン お支払い例

月々の分割でラクラクお支払い!月々の分割でラクラクお支払い!

18,100円

2,995,000円

395,000円
367,412円
2,600,000円
20,412円
18,100円
100,000円
1,078,200円
3,362,412円

月々

ご購入時お支払い額（前金）
（割賦手数料）

実質年率1.9%の2回（3年）払い
楽だプラン お支払い例

たった「2回払い」で買える!たった「2回払い」で買える!

928,550円
84,081円

お支払い総額（割賦販売価格）1,979,081円

初回お支払い額

2回目のお支払い額（3年後）
※初回お支払い額＝頭金＋割賦元金

1,012,631円

966,450円

ご購入時お支払い額（頭金）
割賦手数料
割賦元金
初回お支払い額
月々お支払い額（×48回）
ボーナス月お支払い額（×10回）
最終月（60回目）お支払い額
お支払い総額（割賦販売価格）

実質年率3.9%の60回（5年）払い
うれCプラン お支払い例

月々の分割でラクラクお支払い!月々の分割でラクラクお支払い!

9,400円

295,000円
226,564円
1,600,000円
12,114円
9,400円
70,000円
663,250円
2,121,564円

月々

ご購入時お支払い額（前金）
（割賦手数料）

実質年率1.9%の2回（3年）払い
楽だプラン お支払い例

たった「2回払い」で買える!たった「2回払い」で買える!

2,320,107円で乗れます!

2,169,000円
151,107円

お支払い総額（割賦販売価格）4,971,107円

初回お支払い額

2回目のお支払い額（3年後）
※初回お支払い額＝頭金＋割賦元金

2,320,107円

2,651,000円

初回

ご購入時お支払い額（頭金）
割賦手数料
割賦元金
初回お支払い額
月々お支払い額（×48回）
ボーナス月お支払い額（×10回）
最終月（60回目）お支払い額
お支払い総額（割賦販売価格）

実質年率3.9%の60回（5年）払い
うれCプラン お支払い例

月々の分割でラクラクお支払い!月々の分割でラクラクお支払い!

32,200円

520,000円
611,380円
4,300,000円
34,180円
32,200円
150,000円
1,831,600円
5,431,380円

月々

ご購入時お支払い額（前金）
（割賦手数料）

実質年率1.9%の2回（3年）払い
楽だプラン お支払い例

たった「2回払い」で買える!たった「2回払い」で買える!

1,469,930円
150,125円

お支払い総額（割賦販売価格）3,345,625円

初回お支払い額

2回目のお支払い額（3年後）
※初回お支払い額＝頭金＋割賦元金

1,620,055円

1,725,570円

ご購入時お支払い額（頭金）
割賦手数料
割賦元金
初回お支払い額
月々お支払い額（×48回）
ボーナス月お支払い額（×10回）
最終月（60回目）お支払い額
お支払い総額（割賦販売価格）

実質年率3.9%の60回（5年）払い
うれCプラン お支払い例

月々の分割でラクラクお支払い!月々の分割でラクラクお支払い!

18,600円

395,500円
294,497円
2,800,000円
19,367円
18,600円
100,000円
1,182,330円
3,489,997円

月々

車両本体価格

ハリアーは［ガソリン］2,990,000円～4,430,000円／［HV］3,580,000円～5,040,000円Photo：ハリアー Z“Leather Package”（ハイブリッド・2WD）。
ボディカラーのプレシャスブラックパール〈55,000円〉はメーカーオプション。
Photo：ハリアー Z“Leather Package”（ハイブリッド・2WD）。
ボディカラーのプレシャスブラックパール〈55,000円〉はメーカーオプション。

PHOTO：RAV4 Adventure。
ボディカラーのアッシュグレーメタリック×アーバンカーキ（55,000円）はメーカーオプション。

ハリアー Z“Leather Package”（2WD）

4,820,000円
Photo：C-HR G。
ボディカラーのブラック×エモーショナルレッドⅡ〈77,000円〉はメーカーオプション。
Photo：C-HR G。
ボディカラーのブラック×エモーショナルレッドⅡ〈77,000円〉はメーカーオプション。

Photo：ライズ G（2WD）。ボディカラーはナチュラルベージュマイカメタリック。

C-HRは［ガソリン］2,367,000円～2,863,000円／［HV］2,730,000円～3,095,000円

RAV4は［ガソリン］2,656,500円～3,410,000円／［HV］3,261,500円～3,888,500円 ライズは1,679,000円～2,282,200円

Photo：ライズ G（2WD）。ボディカラーはナチュラルベージュマイカ
メタリック〈T32〉。内装色はブラック。ディスプレイオーディオパッ
ケージはメーカーパッケージオプション。■写真の計器盤は機能説
明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すも
のではありません。　■室内の写真は機能説明のためにボディの
一部を切断したカットモデルです。　■画面はハメ込み合成です。

■スペアタイヤを選択した場合、デッキボード下収納内に装着され
ます。■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意く
ださい。■積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注
意いただきたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。

その他の機能

●衝突警報機能（対車両・対歩行者）
●衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）
●オートハイビーム＆ADB（アダプティブドライビングビーム）
●全車速追従機能付ACC

●レーンキープコントロール　　　　　　　　他

ブレーキ制御付誤発進抑制機能
（前方・後方）

ペダルを踏み間違えた時に、急発進を抑制。

※Z、G、X“S”に標準装備。

荷　室 安全
性能

＊

インテリア

遊び心と上質感を融合した
つねにドライバーの走る楽しさを
刺激する空間。

大容量な荷室空間で、
アクティブなライフシーンに
ぴったり。

日常のあらゆる場面を想定して。
先進の安全機能を、全身に。

Photo：C-HR G（2WD）。内装色はオーキッドブラウン。
■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカット
モデルです。

■標準状態以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、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。
■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。
■積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意いただ
きたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。

フルフラット時
1

デッキボード上段時

1
デッキボード下段時

2
デッキボード取外し時

3

シートバック片側前倒し時
2

プリクラッシュセーフティ
（歩行者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ／

ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）
クルマや歩行者を検知し、ぶつからないをサポート

※全グレードに標準装備。

※グレードによりメーカーオプションまたは装着出来ない場合も
　あります。詳しくは販売店にてご確認ください。

荷　室 安全
性能

＊

インテリア

本格SUVを想起させる
ディティールに洗練された
上質感を融合。

クラストップレベルのラゲージ容量。
足先を近づけるだけで、簡単開閉
ハンズフリーパワーバックドア。

Toyota Safety Senseなど、
多彩な予防安全機能が充実。

■写真は販売店装着オプションのT-Connect ナビ9インチモデル
装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走
行状態を示すものではありません。　■画面はハメ込み合成です。

■挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できな
い場合があります。十分にご注意ください。ハンズフリーパワーバッ
クドアについては、作動条件についてご注意いただきたい項目が
あります。詳しくは取扱書をご覧ください。

その他の機能

●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（前車速追従機能付）
●レーントレーシングアシスト
●オートマチックハイビーム
●ロードサインアシスト　　　　　　　　　他

インテリジェンスクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

ガラスや壁などの静止物を検知し衝突被害を軽減

※G“Z package”、G、HYBRID Gに標準装備。
　その他のグレードにメーカーオプション。

（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

荷　室 安全
性能

＊

インテリア

操作しやすい運転環境と
おもてなし空間、
多彩な先進装備が乗員を迎えます。

バックドアは
リアバンパーの下に足を出し入れ
するだけで、自動開閉します。

最新の予防安全パッケージを
全車に標準装備。
先進技術を惜しみなく投入しました。

Photo：ハリアー Z“Leather Package”（ハイブリッド・2WD）。内
装色のブラウンは設定色（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）。■写真の計器盤は機能説明のた
めに各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すもので
はありません。　■室内の写真は機能説明のためにボディの一部
を切断したカットモデルです。　■画面はハメ込み合成です。

Photo：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（55,000円）はメーカーオプション。内装色の
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）。■写真は合成です。

その他の機能

●デジタルインナーミラー（前後方録画機能付）
●レーントレーシングアシスト
●レーダークルーズコントロール（前車速追従機能付）
●アダプティブハイビームシステム
●ロードサインアシスト　　　　　　　　　他

その他の機能

●インテリジェントクリアランスソナー

●パノラミックビューモニター
●レーダークルーズコントロール（前車速追従機能付）
●レーンディパーチャーアラーム
●オートマチックハイビーム　　　　　　　他

プリクラッシュセーフティ
（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/

ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）
ぶつからないをサポート

※□□□□□□に標準装備。

荷　室 安全
性能

＊

インテリア

ブザー音

ブレーキ!

※グレードによりメーカーオプションまたは装着出来ない場合も
　あります。詳しくは販売店にてご確認ください。

※グレードによりメーカーオプションまたは装着出来ない場合も
　あります。詳しくは販売店にてご確認ください。

※グレードによりメーカーオプションまたは装着出来ない場合も
　あります。詳しくは販売店にてご確認ください。

（アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能なし）

［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

トヨタ車全モデル取扱い ※一部車種を除く

キャンペーン

安心し
て移動できるクルマをもっと気軽に。

コロナ対策
支援団体への
寄付も可能！新車購入で

TS CUBIC CARDポイント

80,000ポイントプレゼント
６月12日（金）～9月30日（水）
2020年 2020年

トヨタの新車
※期間中にご成約いただき、且つ2020年12月末までにご登録

(ハリアー、RAV4 PHV、ピクシスシリーズ、コペン GR SPORTを除く)
※割賦元金/100万円以上 ※支払い回数/36回以上

※１.対象のクレジット契約はトヨタファイナンス（株）の
　　「残価設定型クレジット」または「残額据置き払い」が対象です。
※２.使ってバック契約のお申し込み・ご利用には一定の条件がございます。
　　詳しくはトヨタファイナンス㈱Webページ
　　（https://www8.ts3card.com/point/use_back.html）で確認、
　　もしくは店舗スタッフにお問い合せください。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
対
象
条
件

「残価設定型クレジット」「残額据置き払い」「販売店リース」
いずれかのご利用※1

をご利用※2

上記期間内での対象車ご注文
＊2020年12月末までのご登録が対象です。

120,000円分
としておクルマのクレジットに

充当できます。

1ポイント=
1.5円

キャンペーン
申し込み期間

対象車

（ポイント利用例）
８0,000ポイントを
全て「使ってバック」に
ご利用※2した場合

1,620,055円で乗れます!初回

1,573,094円で乗れます!初回

1,012,631円で乗れます!初回
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