
見 本

さらに

JCB
ギフトカード
5,000円分

新春

1月9日●土・10日●日
冬道も安心の4WDも勢ぞろい！

お
年
玉

お
年
玉

お正
月の

お年
玉価

格！！お正
月の

お年
玉価

格！！

をプレゼント！！をプレゼント！！をプレゼント！！をプレゼント！！

一久の大福
プレゼント

※写真はイメージです。

期間中、ご来場いただいた方に期間中、新車・U-Carをご成約のお客様に

※写真はイメージです。
　商品は予告なく変更になる場合がございます。

　予めご了承ください。

新車をご成約のうえ「残価設定プラン」か
「残額据置き払い」のお支払い契約で

グルメカタログギフト
ア・ラ・グルメ レッド アイ

プレゼント

ご来店が難しい方、
外出を自粛されている方には

ご自宅へお伺いしての
商談も承ります。

コンパクト SUV ミニバン

福を運ぶ
福の箱抽選会

※写真はイメージです。

※別途、組換手数料［組換工賃（アルミ6,600円）・バ
ランス（6,160円）廃タイヤ処理料（1,320円）］が必要
となります。「ゴムバルブ」のお取替も重要です。※1本
からでもご予約受付いたします。
※他メーカー、他サイズはお問い合わせください。※記
載料金はタイヤのみの価格です。※詳しくはスタッフ
までお問い合わせください。

72,628円72,628円175/65R15175/65R15

62,648円62,648円175/70R14175/70R14

90,920円90,920円195/65R15195/65R15

128,620円128,620円205/60R16205/60R16

155/80R13155/80R13iG60iG60

46,568円46,568円
4本セット
（税込）

65,428円65,428円175/65R15175/65R15

57,640円57,640円175/70R14175/70R14

82,558円82,558円195/65R15195/65R15

116,996円116,996円205/60R16205/60R16

155/80R13155/80R13ICE NAVI7ICE NAVI7

42,152円42,152円

81,440円81,440円175/65R15175/65R15

71,352円71,352円175/70R14175/70R14

102,176円102,176円195/65R15195/65R15

144,480円144,480円205/60R16205/60R16

155/80R13155/80R13VRX2VRX2

52,448円52,448円
4本セット
（税込）

4本セット
（税込）

３メーカー揃い踏み! 冬用タイヤ販売中！
スタッドレスタイヤスタッドレスタイヤ

グッドイヤー
スタッドレス＆
アルミセットも
販売中！

当社通常価格
5,500円のところ

当社通常価格
9,240円のところ4,950円4,950円

臭い、菌、ウイルス、気になる車内のお悩みに…

トリプルバスター
車内のわずかな光により

特別に開発された光触媒による、高性能・長期間の効果を発揮！
きめの細かい噴霧により、自動車内をムラなく施工します。

2列シート車

8,320円8,320円
3列シート車

消臭

抗ウイルス効果

抗菌

が得られます

当社通常価格26,400円のところ 当社通常価格13,200円のところ

10%OFF 10%OFF

超長寿命ガラス撥水剤

QMIスーパーファインビュー
ゲリラ豪雨 冬も

安心

霜が付きにくく
取れやすい

対向車からの
突然の浴びせ水

夜間走行

雨の日の視界を守る 撥水効果2年フロント・サイド・リア

全面施工

11,880円11,880円
フロントガラスのみ

※全面施工時には、メンテナンスキットが付属します。

※撥水効果の持続期間は、
　お車の保管・使用状況により異なります。

Sクラス パッソの場合

23,760円23,760円

https://asahikawa.corolla-dealer.jp
何でもご相談ください。お電話お待ちしています。お客様相談テレホン

担当

全車種
併売化に
伴う 人気車種ランキング

位

位

位

位

位

位

位

位

位 位

トヨタカローラ旭川のトヨタカローラ旭川の

点検入庫時や
通常整備入庫時にも
セットでおトクプラン！

特別
価格9,000円

クイックエバポレーター
クリーナーS（エアコン洗浄）

クリーンエアフィルター
プレミアム（エアコンフィルター）

１．花粉や埃をブロック　２．菌・カビからガード
３．排気ガスなど、イヤな臭いをカット
4．アレル物質（スギ花粉・ダニの死骸）を抑制
5．ペット臭を除去
6．ビタミンＣを放出し肌水分量をアップさせます

5,300円
お得！

クリーン
エアフィルター
プレミアム

クリーン
エアフィルター
プレミアム

当社通常価格6,930円 ＋ 7,370円

＝14,300円のところ

※エアコンフィルターは１年に１回または走行１万㎞毎の交換がお勧めです。

アイドリング
ストップ（ISS）
バッテリー

特価販売中！

バッテリー無料点検実施中！
過剰なアイドリングストップ車のバッテリーには
高性能なパナソニックCAOS、アイドリングストップ車用と延長保証キットの取付がオススメ

カーバッテリー
保証延長
キット

ISS専用バッテリー
購入の方おすすめ

￥1,980
1年間
延長保証

カー
バッテリーの
寿命がわかる！

冬ワイパーは1年毎の
交換がオススメ！
冬の安全は新しい
ワイパーで視界確保 ＯＦＦ

20％ウィンター
ブレード

※法定12ヶ月点検・PC10点検は、
　事前にご予約され、
　ご来店いただける方に限ります。
※表示価格は全て税込みの
　ご来店限定価格です。

法定
12ヶ月点検

所要時間

75分 乗用車 9,6809,680￥￥
１BOX

14,96014,960￥￥ ￥￥3,5203,520
PC
10点検

当社通常価格
10,200円のところ

当社通常価格
15,700円のところ

当社通常価格
3,700円のところ



●カルガループランのお支払い金額は支払い開始月令和3年3月で、実質年率4.5%で計算しています。●支払い回数は、36・48・60回から選べます。●最終回支払い額は車両入
替の場合は「0円」ですが、現金支払い又は再ローンも選べます。また車両入替の場合、車両の状態が規定の範囲を超える場合は別途清算させていただきます。●再ローンの支払い
回数は36回以内、カルガループランの支払い回数と合わせて96回までとします。●任意保険には必ずご加入ください。●詳しくは営業スタッフまでおたずねください。※リサイクル
料金が別途必要となります。※車両本体価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用具等を含む価格です。※税金（消費税を除く）、保険料、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●掲載
の車両本体価格にはオプション価格は含まれておりません。掲載の在庫車は令和2年12月18日現在の在庫車です。売約済みの場合はご了承ください。※表示価格は全て税込みの
ご来店限定価格です。■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異なって見えることがあります。

■月々の支払いがラクラク  ■選べる最終お支払い方法
■諸経費などがコミコミ

実質年率

ローン
4.5％

トヨタカローラ旭川のおトクな新車購入プラン 2～5年後に選べる最終回
お支払い方法は3通り！

現金一括
2～5年で貯めた
お金で一括払い

車両入替
乗った分だけ支払う
合理的なプラン

再ローン
無理なく返済

再ローンも嬉しい4.5％ローン

残価設定プラン

お
年
玉

お
年
玉

初売り特価車が
目白押し！！

初売り特価車が
目白押し！！

※車種によって違う種類になる場合があります。
※スタッドレスタイヤは当社指定のタイヤになります。

※当社指定の用品になります。
※写真はイメージです。

リモート
スタート
リモート
スタート

ウィンター
ブレード
ウィンター
ブレード

全車

純正ナビ
（またはナビキット）付き！！（またはナビキット）

全車

純正ナビ
（またはナビキット）付き！！（またはナビキット）

フロア
マット
フロア
マット

新春初売パック！！

スタッドレス
タイヤ

スタッドレス
タイヤ

アルミ
ホイール
アルミ
ホイール

サイド
バイザー
サイド
バイザー

新春

1月9日●土・10日●日

残 価 設 定

支払総額2,690,253円の場合 ※税金・保険料・登録料などの諸費用99,497円を含む

●頭金
●割賦手数料
●割賦元金
●割賦支払総額

･･････････････････500,000円
････････････270,756円
････････････1,919,497円

････････2,590,756円

●ボーナス（7月･1月）
●最終回支払額
●初回のお支払い

････50,000円×10回
･････････････415,800円
････････26,453円×1回

実質年率4.5％
60回払月々26,000円×48回

残 価 設 定

支払総額3,812,103円の場合 ※税金・保険料・登録料などの諸費用89,607円を含む

●頭金
●割賦手数料
●割賦元金
●割賦支払総額

･･････････････････500,000円
････････････452,496円
････････････2,859,607円

････････3,722,496円

●ボーナス（7月･1月）
●最終回支払額
●初回のお支払い

････50,000円×10回
･･･････････1,085,430円
････････37,073円×1回

実質年率4.5％
60回払月々35,200円×48回

残 価 設 定

支払総額4,081,742円の場合 ※税金・保険料・登録料などの諸費用193,137円を含む

●頭金
●割賦手数料
●割賦元金
●割賦支払総額

･･････････････････500,000円
････････････488,605円
････････････3,093,137円

････････3,888,605円

●ボーナス（7月･1月）
●最終回支払額
●初回のお支払い

････50,000円×10回
･･･････････1,169,710円
････････40,032円×1回

実質年率4.5％
60回払月々39,000円×48回

33万円
お得！

Photo:RAV4 特別仕様車 Adventure
“OFFROAD package”。

ボディカラー：グレーメタリック〈1G3〉。

RAV4 特別仕様車 
Adventure
“OFFROAD package” 
〈Direct Shift-CVT〉
車両本体価格3,483,100円

合計4,043,000円のところ

■バックガイドモニター＆
　リヤクロストラフィックオートブレーキ+
　ブラインドスポットモニター
●新春初売パック

・・・・・・・・・・84,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475,200円

4WD 5人乗り

特別
価格 371 3,000万 円371 3,000万 円

33万円
お得！

Photo:ハリアー Z。
ボディカラー：

プレシャスブラックパール〈219〉。
ハリアー Z 〈Direct Shift-CVT〉
車両本体価格4,147,600円

合計4,702,660円のところ

■プレシャスブラックパール
●新春初売パック

・・・・・・・・・・・・55,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,060円

4WD 5人乗り

特別
価格 437 2,660万 円437 2,660万 円

33万円
お得！

Photo:アルファード
 特別仕様車 S“TYPE GOLD”。

ボディカラー：
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉。

アルファード 特別仕様車 
S“TYPE GOLD” 〈Super CVT-i〉
車両本体価格4,526,900円

合計5,196,360円のところ

■ホワイトパールクリスタルシャイン
●新春初売パック

・・・・・33,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・636,460円

4WD 7人乗り

特別
価格 486 6,360万 円486 6,360万 円

21万円
お得！

ヤリス Z 〈Direct Shift-CVT〉
車両本体価格2,155,900円

合計2,572,360円のところ

■バックガイドモニター
■インテリジェントクリアランスソナー
●新春初売パック

・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円
・・・・28,600円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371,360円

4WD 5人乗り

特別
価格 236 2,360万 円236 2,360万 円

Photo:カローラツーリング HYBRID W×B。
ボディカラー：ブラックマイカ〈209〉。

※E-Fourは、機械式4WDとは機構および性能が異なりま
す。様々な走行状態に応じてFF（前輪駆動）走行状態から
4WD（4輪駆動）走行状態まで自動的に制御し、安定した操
縦性・走行の安定性および燃費の向上に寄与するものです。

カローラツーリング
HYBRID W×B 〈電気式無段変速機〉
車両本体価格3,015,100円

合計3,602,170円のところ

■ディスプレイオーディオ
■ブラインドスポットモニター
●新春初売パック

・・・・・・・・・・・・・・28,600円
・・・・・・・・・・・66,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・492,470円

E-Four※ 5人乗り

Photo:ヤリス Z。
ボディカラー：ブラック〈202〉。

21万円
お得！

ヤリス クロス Z 
〈Direct Shift-CVT〉
車両本体価格2,472,900円

合計3,022,020円のところ

■ブラックマイカ〈209〉×ブラスゴールドメタリック
●新春初売パック

・・55,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・494,120円

4WD 5人乗り

特別
価格 281 2,020万 円281 2,020万 円

21万円
お得！

ルーミー カスタムG 〈CVT〉
車両本体価格2,114,200円

合計2,677,290円のところ

■パールホワイトⅢ
■ナビレディパッケージ
●新春初売パック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・31,900円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498,190円

4WD 5人乗り

特別
価格 246 7,290万 円246 7,290万 円

Photo:ヤリス クロス Z。
ボディカラー：

ブラックマイカ〈209〉×ブラスゴールドメタリック〈5C2〉［2TY］。
Photo:ルーミー カスタムG。

ボディカラー：パールホワイトⅢ〈W24〉。

アクア 特別仕様車 
S“Style Black” 
〈電気式無段変速機〉
車両本体価格2,079,000円

合計2,576,420円のところ

■ホワイトパールクリスタルシャイン
●新春初売パック

・・・・・33,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・464,420円

2WD 5人乗り

お年玉
特価
お年玉
特価 232万

円232万
円

お年玉
特価
お年玉
特価 327万

円327万
円

Photo:アクア
 特別仕様車 S“Style Black”。

ボディカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉。

ヴォクシー 
特別仕様車
ZS“煌（きらめき）Ⅲ” 
〈Super CVT-i〉
車両本体価格3,161,400円

合計3,831,190円のところ
●新春初売パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・669,790円

4WD 7人乗り

Photo:
ヴォクシー 特別仕様車
ZS“煌（きらめき）Ⅲ”。

ボディカラー：ブラック〈202〉。

お年玉
特価
お年玉
特価 340万

円340万
円

ブラックマイカ 1台
ホワイトパール
クリスタルシャイン1台

ホワイトパール
クリスタルシャイン2台
ブラックマイカ 3台

ホワイトパール
クリスタルシャイン2台
ブラック 2台

※写真はイメージです。商品は予告なく変更に
　なる場合がございます。予めご了承ください。

日立 家庭用空気清浄機
プレゼント
日立 家庭用空気清浄機
プレゼント

お年玉特価車（アクア、カローラツーリング、
ヴォクシー）をご成約のうえ
1月中にご登録いただいた方へ

コミコミ車！
初売り限定

※フル装備はAC（エアコン）、PS（パワーステアリング）、PW（パワーウインドウ）の3点装備車です。ABはエアバッグ、ＣＳはカセットステレオ、CDはコンパクトディスク、AＷは
アルミホイール、No.は車体番号下3桁の略です。※修復歴の特記なきものは修復歴無です。※修復歴の部位については、お問い合わせください。［自動車リサイクル法施行に
より］※売約済みの場合は、ご容赦ください。コミコミ車以外の登録諸費用は別途申し受けます。車検新規とは、整備代のみ含まれております。※レンタアップはレンタカーとして
使用されていた車です。※下記掲載車種は2020年12月18日現在の在庫です。

リサイクル料金は預託済みで、相当額が価格に含まれています。リ済込

リサイクル料金は預託済みですが、
価格には含まれていない為、預託金相当額が別途必要となります。リ済別

●走行距離無制限の
　1年間無料保証付 
●全国約5000ヵ所の
　安心ネットワーク
※詳しくは、担当営業スタッフにお尋ねください。

旭川店

26年式・車検3年7月・パールホワイト・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・メモ
リーナビ・ワンセグTV・キーレス・リモコンスターター・バックモニター・
CVT・走行4.1万km・〈リ済込〉・No.082

80.0万円80.0万円

パッソ 5HB 1000
X Lパッケージ

4WD

本　体／690,053円
諸経費／109,947円

23年式・車検整備付・パールホワイト・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・AW・
HDDナビ・バックモニター・スマートキー・リモコンスターター・CVT・走
行4.3万km・〈リ済込〉・No.669・修復歴有

110.0万円110.0万円

カムリ SD 
2500 Gパッケージ

本　体／994,643円
諸経費／105,357円

4WD

4WD

西神楽店

30年式・車検3年7月29日・ブラック・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・ナビ・後
席モニター・Ｂカメラ・ＥＴＣ・エンスタ・ＴＳＳ・CVT・走行3.1万km・〈リ
済込〉・No.912

268.2万円268.2万円

ノア WG 2000 
Si WxB

本　体／2,562,183円
諸経費／119,817円

28年式・車検整備付・ツートンカラー・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・AW・ナ
ビ・全周囲モニター・Ｂカメラ・スズキセーフティーサポート・エンスタ・
CVT・走行7.4万km・〈リ済込〉・No.126

116.7万円116.7万円

ハスラー 軽 660 ＪスタイルⅡ 
全周囲モニター

本　体／1,054,033円
諸経費／112,967円

4WD

4WD

大町店

22年式・車検整備付・ブラック・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・HDDナビ・
バックモニター・スマートキー・CVT・走行10.0万km・〈リ済込〉・
No.534・修復歴有

50.0万円50.0万円

デュアリス SUV 
2000 20S

本　体／375,953円
諸経費／124,047円

30年式・車検整備付・グリーン・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・スマート
キー・スマートアシスト・CVT・走行2.7万km・〈リ済込〉・No.702

120.0万円120.0万円

パッソ 5HB 1000
X LパッケージS

本　体／1,096,303円
諸経費／103,697円

4WD

4WD

深川店

24年式・車検整備付・ブラック・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・AW・HDDナ
ビ・バックモニター・HIDヘッドランプ・スマートキー・リモコンスター
ター・両側電動スライドドア・CVT・走行9.1万km・〈リ済込〉・No.949

135.0万円135.0万円

エスティマ WG 2400 アエラス  
Gエディション

本　体／1,214,653円
諸経費／135,347円

30年式・車検整備付・ブルー・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・AW・キーレス・
リモコンスターター・CVT・走行1.1万km・〈リ済込〉・No.276

125.0万円125.0万円

パッソ 5HB 
1000 X

本　体／1,141,833円
諸経費／108,167円

4WD

4WD

留萌店

30年式・車検整備付・パールホワイト・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・9イン
チナビ・後席ディスプレイ・バックカメラ・エンスタ・両側電動スライドド
ア・CVT・走行4.9万km・〈リ済込〉・No.569

270.0万円270.0万円

ノア WG 2000 
Si WxB

本　体／2,578,673円
諸経費／121,327円

30年式・車検整備付・オレンジ・フル装備・ＣＤ・ABS・AB・AW・トヨタセー
フティセンス、インテリジェントクリアランスソナー、ナビゲーション、バック
カメラ、エンジンスターター・CVT・走行2.1万km・〈リ済込〉・No.855

145.0万円145.0万円

フィールダー WG 
1500 1.5G

本　体／1,344,633円
諸経費／105,367円

下記掲載車をご成約のお客様、
バッテリー&冬用ワイパーを
新品交換いたします！※ハイブリッド車の場合は

　補機バッテリーの交換となります。

2台2台
限定

5台5台
限定

4台4台

限定

2021年2021年初売り
大特価
初売り
大特価21万円もお得カー！21万円もお得カー！

令和3年初売り
大特価33万円もお得カー！令和3年初売り
大特価33万円もお得カー！

ご来店が難しい方、
外出を自粛されている方には

新型コロナウィルス（COVID-19）への対応について

●弊社の展示車、試乗車、またお客様がご利用になるスペースは充分に除菌対応をしております。
●弊社の社員はマスクを装着し予防に努めており、マスクを装着していない場合でも
　ティッシュ、ハンカチ等で咳エチケットの励行を行っております。
●店内にはお客様がご使用になられる消毒液ボトルを常設しております。

新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、弊社をご利用下さいます皆様が
安心してご利用いただけるように下記の点について、対策をとっておりますので、

ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。

※お客様にご不便をかける場合もあるかと存じますが、皆様が安全・安心にご利用いただけますよう努めてまいりますのでご理解いただきます様宜しくお願いいたします。

マスク＆ハンディアルコール
除菌スプレーをプレゼントいたします。※2日間限定

訪問商談をさせていただいた方には

ご自宅へお伺いしての
商談も承ります。


