
●掲載のらくらくプランはあくまでも目安としての試算例です。お支払い開始月によって若干異なります。●お支払い開始 平成31年1月 ●実質年率4.9％の60回払い（お支払い期間5年）・48回払
い（お支払い期間4年）・36回払い（お支払い期間3年） ●らくらくプランでは車両本体価格を現金販売価格として、お支払い開始 平成31年1月、ボーナス1月・7月で試算した一例です。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。詳しくは販売店スタッフにお問い合せください。●ご購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合（プラン１）、及びご
購入いただいた販売店に車両をご返却の場合（プラン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た規定外である場合には、別途差額をいただきます。お買上の際に引
き続き分割払いされる場合（プラン3）、別途条件がございます。詳しくは、販売店スタッフにお問い合せください。●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。

かしこい買い方! 3～5年の
お支払い
回数を
選べます

最終回の
お支払いを

3つのプランから
選べます

ネッツ旭川の新車にお乗り換え

ネッツ旭川に車両をご返却

お客様ご自身でお買い取り

最終月のお支払い0円

最終月のお支払い0円

最終月のお支払いを一括or再ローン
最終回
支払い

頭金と
分割払い

1

2

3

残 価この部分を
お支払い

3年 36回（払い）
4年 48回（払い）
5年 60回（払い）

あらかじめ将来の下取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。

旭川市忠和8条6丁目1番5号
℡.0166-62-0010

かむい店・
BLUE ZONEかむい

旭川市永山2条3丁目2番20号
℡.0166-48-2043

ながやま店
稚内市潮見4丁目5番26号
℡.0162-32-0010

わっかない店

留萌市野本町73番地
℡.0164-43-0010

るもい店

名寄市字徳田50番地
℡.01654-2-0010

なよろ店

深川市北光町3丁目1番10号
℡.0164-22-2120

ふかがわ店

士別市大通東15丁目3144番204
℡.0165-22-1212

しべつ店

富良野市新富町3番13号
℡.0167-23-3166

ふらの店
旭川市神楽岡14条6丁目2番27号

℡.0166-66-0010

かぐらおか店
旭川市豊岡4条5丁目9番9号
℡.0166-34-0010

とよおか店

旭川市内 店舗 道北エリア 店舗

■価格はパンク修理キットまたはスペアタイヤ（応急用タイヤ）、タイヤ交換用工具付の価格です。 
■価格にはオプション価格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
費用は別途申し受けます。●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は
異なって見えることがあります。詳しくは販売店までおたずねください。 ■自動車リサイクル法の施
行により、リサイクル料金が別途必要となります。

お客様相談テレホン
旭川市忠和8条6丁目1番5号　営業時間／9：30～17：50

サポカー相談会
※詳しくはスタッフまで
おたずねください。

トヨタの
サポカーが
よくわかる! 11/3土●▶25日祝 期間中

土日開催

★1： スマアシⅢ ■スマートアシストⅢに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストⅢは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は、常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保
ち、安全運転を心がけてください。■スマートアシストⅢの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほ
か、スマートアシストⅢについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストⅢの詳細は販売店までおたずねください。
★2：ICS これらのシステムはドライバーの安全運転を支援することを前提とした装置であり、どんな状況でも衝突を回避、軽減できるものではありません。気象状況や道路環境、ドライバーの操作状況によっては作動しない場合もあります。システムを100％過信したり、日常のブレーキ操作の代わりには絶対に使用しないでください。※詳しくは販売店までおたずねください。

11/3土●▶25
日

祝

インテリ
ア・

エクステ
リアも

一新!!!

月々少しずつのお支払い！

●頭金（下取り車含む）
●諸費用
●割賦元金
●初回お支払い額

・・435,000円
・・・・・・・・・・・・・182,996円
・・・・・・・・・・1,674,716円

・・・・・・・13,642円

●月々お支払い額（×48回）
●ボーナスお支払い額（×10回）
●最終回お支払い額
●お支払い総額

・・・・・10,000円
80,000円

・・・・・・・・・674,350円
・・・・・・・・・・・2,402,992円

60回払いの場合

かしこい
買い方!

パッ

オート
ハイビーム

スマートアシスト3では、世界最小のス
テレオカメラにより危険を察知するこ
とで、自動ブレーキが歩行者にも対応!

気づく&止まるをアシスト

ピッ

（対車両・対歩行者）

衝突警報機能・
衝突回避支援
ブレーキ機能

夜の運転をアシスト

飛び出さないを
アシスト

誤発進抑制制御機能
（前方・後方）

うっかりを
アシスト

先行車発進
お知らせ機能

はみ出さないを
アシスト 車線逸脱警報機能

★1

歩行者にも自動ブレーキ！全グレードがスマアシⅢ! ※Ｘグレードの一部を除く。※Ｘグレードの一部を除く。

新型 タンク 1.0 特別仕様車
G“CozyEdition”
新型 タンク 1.0 特別仕様車
G“CozyEdition”
車両本体価格 1,926,720円

NEW
誕生

マスク

or使い捨て
カイロ

※お一組様おひとつとさせていただきます。
　なくなり次第終了となります。

Photo：タンク 1.0
特別仕様車 G“Cozy Edition”。

ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉は
メーカーオプション＜32,400円＞となります。

Photo：タンク 1.0
特別仕様車 G“Cozy Edition”。

ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉は
メーカーオプション＜32,400円＞となります。

４WD5人乗り

４WD
7人乗

り

日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 11/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 12/1

2018年11月 営業カレンダー ■休業日

月々少しずつのお支払い！

●頭金（下取り車含む）
●諸費用
●割賦元金
●初回お支払い額

・・972,000円
・・・・・・・・・・・・・282,716円
・・・・・・・・・・3,518,396円

・・・・・・・24,098円

●月々お支払い額（×48回）
●ボーナスお支払い額（×10回）
●最終回お支払い額
●お支払い総額

・・・・・20,000円
150,000円

・・・・・・・1,683,070円
・・・・・・・・・・・5,139,168円

60回払いの場合

かしこい
買い方!

不意の衝突を防ぐために。8つのソナーが
前後方向の障害物を感知し自動でブレーキ。

駐車時など、低速取り回し時における衝突回避、
または衝突被害の軽減に寄与するシステムです。

①スピードダウン②STOP!PiPiPi

24

ICS踏み間違いフォロー機能が
全グレードに標準装備！※ICS：インテリジェント

クリアランスソナー
アクセルとブレーキを踏み間違えて
コンビニに衝突するなど、ニュースに
取り上げられることも増えています。

★2
全グレードにＩＣＳが標準装備で新発売！！

スマ
アシが

さらにパワーアップで安心
!

スマ
アシが

さらにパワーアップで安心
!

新型 ヴェルファイア 2.5 Z“A エディション”
車両本体価格 4,207,680円

NEW
誕生

Photo：新型 ヴェルファイア 2.5 Z“A エディション”。
ボディカラーはブラック〈202〉。

全
て
の
グレ
ード
にICSが

装備でさらに安心安
全

!全
て
の
グレ
ード
にICSが

装備でさらに安心安
全

!


