
カーライフ応援
キャンペーン

期間中、対象車を「残価設定型クレジット」「残価据置き払い」のいずれかをご利用で購入いただいた方に

期間／2020年9月30日（水）まで
対象車／トヨタの新車（ハリアー、RAV4 PHV、ピクシスシリーズ、コペン GR SPORTを除く）

期間／2020年9月30日（水）まで
対象車／トヨタの新車（ハリアー、RAV4 PHV、ピクシスシリーズ、コペン GR SPORTを除く）

※期間中にご成約いただき、且つ2020年12月末までのご登録が条件です。

※キャッシュバックの方法は「月々の支払額への充当（毎月充当）」と「年1回のお振込」からお選びいただけます。

※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。

※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。詳しくはスタッフにお問い合せください。

※期間中にご成約いただき、且つ2020年12月末までのご登録が条件です。

※キャッシュバックの方法は「月々の支払額への充当（毎月充当）」と「年1回のお振込」からお選びいただけます。

※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。

※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。詳しくはスタッフにお問い合せください。

TS CUBIC CARDポイント 80,000ポイントプレゼント!
TS CUBIC CARDポイント 80,000ポイントプレゼント!

最大120,000円分キャッシュバック!

最大120,000円分キャッシュバック!

最大120,000円分キャッシュバック!

カーライフ応援
キャンペーン

ご利用なら1ポイント＝1.5円で

上質と安心を
プラスした
特別仕様車。

新時代の
美しき躍動。

より上質でエレガントに。

上質と安心を
プラスした
特別仕様車。

ひとクラス上の
上質さ!
ひとクラス上の
上質さ!

くらしの真ん中に
上質と
安心を!

くらしの真ん中に
上質と
安心を!

この夏一番のおトクを見つけませんか? アノ人気SUVも生まれ変わりました! ウラ面へ！

あなたの欲しいがきっと見つかります!あなたの欲しいがきっと見つかります!

夏
スペシャル

Day!夏
スペシャル

Day!

Photo：特別仕様車HYBRID 2.5 RS“Limited”［ベース車両はRS（2.5Lハイブリッド車）］。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉はメーカーオプション。
メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 5,389,000円
クラウン特別仕様車 HYBRID 2.5 RS “Limited” 
（5人乗り・2WD）

Photo：特別仕様車 HYBRID G-X“PLUS”（ベース車両はHYBRID G）。
ボディカラーはダークブルーマイカメタリック〈8W7〉。

車両本体価格（消費税込） 2,516,800円
●カローラツーリングは、車両本体価格（消費税込）2,013,000円から

カローラツーリング特別仕様車
HYBRID G-X“PLUS”
（5人乗り・2WD）

Photo：特別仕様車HYBRID G“Style Package”（ベース車両はHYBRID G）。
ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉×エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉［2SC］は
メーカーオプション。メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 2,440,000円
●カローラスポーツは、車両本体価格（消費税込）2,169,000円から

カローラスポーツ特別仕様車 G“Style Package” 6MT
（5人乗り・2WD）

Photo：特別仕様車 HYBRID G-X“PLUS”（ベース車両はHYBRID G）。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション。
メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 1,972,300円
●カローラは、車両本体価格（消費税込）1,936,000円から

カローラ特別仕様車 G-X “PLUS”
（5人乗り・2WD）

Photo：特別仕様車HYBRID 2.5 S“Elegance Style Ⅱ”
［ベース車両はS（2.5Lハイブリッド車）］。
ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉はメーカーオプション。
メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 5,283,000円

●クラウンは、車両本体価格（消費税込）4,695,000円から

クラウン特別仕様車
HYBRID 2.5 S“Elegance Style II”
（5人乗り・2WD）
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7月7月各店舗で楽しい

企画満載!

ぜひお越しください!各店舗で楽しい

企画満載!

ぜひお越しください!
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トヨタの技術がい
っぱい !

次世代コンパクト
カー

登場 !

コンパクトなのに
、

SUVらしい

存在感 !

新型ハリアー

デビュー!!
新型ハリアー

デビュー!!

Photo：Z“Leather Package”（ハイブリッド2WD車）。ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉はメーカーオプション。メーカーオプションは価格に含まれておりません。

Photo：G（ガソリン・2WD）。ボディカラー：ブラック〈202〉。

車両本体価格（消費税込） 

3,410,000円
●新型ハリアーは、車両本体価格（消費税込）2,990,000円から

新型ハリアー G （ガソリン）
（5人乗り・2WD） 月々16,100円月々16,100円

G （ガソリン）2WDの場合
残価設定型プラン!残価設定型プラン!
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ジー

っと

見惚れちゃう!!

〈お支払い例〉 60回（5年）払い／実質年率 3.5%／車両本体価格 3,410,000円
頭金 1,000,000円／割賦元金 2,410,000円／初回お支払い 18,150円
月々のお支払い（48回） 16,100円／ボーナス月お支払い（10回） 50,000円
最終回お支払い 1,466,300円／割賦手数料 347,250円
お支払い総額（割賦販売価格）3,757,250円 
※元金に付属品代と諸費用は含まれておりません。

0120-006-880
本社／広島市中区広瀬北町2-24   ●営業時間／9：30～19：30　●定休日／月曜日 ※一部祝日除く

https://www.hiroshima-toyota.co.jp/

「広島からベトナムへ」篇「広島からベトナムへ」篇
HPから

ぜひご覧ください!
HPから

ぜひご覧ください!プロによる徹底した
メンテナンス！

ベトナムと共に
育む情熱!

見
つ
け
た
！！

見
つ
け
た
！！

Photo：Z（2WD）。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイニングホワイトパール〈W25〉［XH3］は
メーカーオプション。BSM（ブラインドスポットモニター）＋RCTA（リヤクロストラフィックアラート）はメーカーオプション。
スマートパノラマパーキングパッケージはメーカーパッケージオプション。メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 2,060,000円
●ライズは、車両本体価格（消費税込）1,679,000円から

ライズ Z
（5人乗り・2WD）

RAIZE

Photo：HYBRID G（2WD）。ボディカラーのブラック〈202〉×コーラルクリスタルシャイン〈3U7〉［2SR］はメーカーオプション。
メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 2,130,000円
●ヤリスは、車両本体価格（消費税込）1,395,000円から

ヤリス HYBRID G
（5人乗り・2WD）

YARIS

好きにまみれろ! !

スタイリングも

走りも絶好調 !

Photo：Adventure。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］はメーカーオプション。
メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 3,195,500円
●RAV4は、車両本体価格（消費税込）2,656,500円から

RAV4 Adventure 
（5人乗り・4WD）

RAV4

ミニバン王者の風
格 !

最上級のくつろぎ
を

お愉しみください
。

RAV4 PHV
新登場！

広島トヨタのエンジニアは、確かな技術と信頼で
お客様の安心と快適をサポートいたします !

無料チェック&メンテナンスアドバイス実施中!

広島トヨタ新CM放映中!!広島トヨタ新CM放映中!!広島トヨタ新CM放映中!! トヨタヒロシマ ビンフックHTTHVP-HT
トヨタヒロシマ タンカンHTTHTC-HT
トヨタヒロシマ ロンフックHTTHLP-HT

Photo：HYBRID G“Fパッケージ”。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〉はメーカーオプション。メーカーオプションは価格に含まれておりません。

車両本体価格（消費税込） 5,507,000円
●アルファードは、車両本体価格（消費税込）3,520,000円から

アルファード HYBRID G“Fパッケージ”
（7人乗り・E-Four）

ALPHARD

ベトナム
ブログは
こちら▶

ハートフルメンテナンスハートフルメンテナンスハートフルメンテナンス ベトナムだよりベトナムだよりベトナムだより

♪
♪

期間／2020年9月30日（水）まで
対象車／トヨタ・レクサスの中古車、全車種（30万円以下の車両を除く）

※詳しくはスタッフにお問い合せください。

U-Car［中古車］U-Car［中古車］U-Car［中古車］

期間中、中古車を購入いただいた方に
TS CUBIC CARDポイント 40,000ポイントプレゼント!

カーライフ応援キャンペーンカーライフ応援キャンペーン

ご利用なら1ポイント＝1.5円で

最大60,000円分
キャッシュバック!

最大60,000円分
キャッシュバック!

最大60,000円分
キャッシュバック!

公式HPは
こちら
公式HPは
こちら

ラクラクお支払い!

人気のラインナップが大集合! 全車種取り扱い なので、選ぶ楽しさが広がります!人気のラインナップが大集合! 全車種取り扱い なので、選ぶ楽しさが広がります!
※

※一部車種を除く

会員優待サービスや救援要請もスマホでラクラク!
公式アプリ「JAFスマートフォンアプリ」で簡単・便利!!

デジタル会員証が
スマートで便利!!

ご加入は
スタッフまで
お気軽に！

広島トヨタの中古車なら在庫台数 約500台！
あなたがさがしていた1台がきっと見つかります!!
広島トヨタの中古車なら在庫台数 約500台！

あなたがさがしていた1台がきっと見つかります!!

■車両本体価格は、パンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。■オプションおよび販売店装着オプションの取付費は価格に含まれません。■保険料、税金（消費税を除く）、登録料、自動車リサイクル料金などの諸費用は別途申し受けます。■掲載の内容は2020年7月現在のものです。■詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

選べる2タイプ!
広島トヨタの
ボディコーティング

※価格は車種により異なります。 詳しくはスタッフまでお問い合わせください!

ガラス系コーティング テフロンコーティング

汚れがカンタンに落ちるから
洗車時間のない方にピッタリ!

水がよくはじけるから洗車がラク
洗車好きの方にピッタリ!

アクアの場合

41,800円（税込）
（新車登録時に施工）

アクアの場合

33,000円（税込）
（新車登録時に施工）

新車施工後１年目と２年目に 無料メンテナンス付き!

グラスコーティングタイプTⅡ HTペイントコーティング

タイヤチェックタイヤチェックタイヤチェック
タイヤの事ならお任せください!

摩耗したタイヤはブレーキの効きが悪くなり、雨天時に
スリップしやすくなったり、場合によってはタイヤがバースト（破裂）

する恐れがあるので、定期的な点検をしましょう。

効果は約3年間!

｢広島トヨタ GR Garage日記｣を
　　　　　　　　ぜひチェック!▶

GRヤリス ラインアップ公開。
1.5ℓ 直列3気筒エンジンに
Direct-Shift-CVTを搭載した「RS」を設定。

［広島トヨタ西風新都敷地内］
0800-300-1002

gr_hiroshimatoyota
インスタグラムでも様々な情報を発信中♪

トヨタ限定! お得なauスマホ利用割引トヨタ限定! お得なauスマホ利用割引

詳しくは
スタッフまで

ディスプレイオーディオ搭載車のT-Connectサービス
および指定の料金プランをご利用いただくと、

auスマホの月々のご利用料金から

300円（税抜） × 最大12ヵ月割引!

80

VW車なら輸入車が初めてでも安心の広島トヨタで!スゴい“T”が
やって来た。

Volkswagen 東広島
Volkswagen 呉
Volkswagen 東雲インター
Volkswagen 三次 認定中古車センター

人気の軽なら広島トヨタのダイハツ店で!ジブン、オープン、青空SUV。

New 0800-300-3370
〒734-0024 広島市南区仁保新町1-2-30

安心・安全

信頼のサポートは

やっぱり

JAF!

フォルクスワーゲン正規ディーラー

0800-300-1022
0800-200-1024
0800-200-1053
0800-200-1049

The New 

T-Cross

広島トヨタの人気車で
夏を満喫してみませんか?
広島トヨタの人気車で
夏を満喫してみませんか?


