
ヤリスクロス Ｚ
〈ガソリン車・2WD・5人乗り〉

車両本体価格（消費税込み）車両本体価格（消費税込み）

2,210,000円

Photo:ヤリスクロス ガソリン Ｚ（2ＷＤ）。
ボディカラーのブラスゴールドメタリック（5C2）×ブラックマイカ（209）【2UB】＜55,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

Photo:ヤリスクロス ガソリン Ｚ（2ＷＤ）。
ボディカラーのブラスゴールドメタリック（5C2）×ブラックマイカ（209）【2UB】＜55,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

ヤリスクロス Ｚ
〈ハイブリッド・2WD・5人乗り〉

車両本体価格（消費税込み）車両本体価格（消費税込み）

2,584,000円

車両本体価格帯
（消費税込み）
車両本体価格帯
（消費税込み） HYBRID X

（2WD）■ HYBRID 2,284,000円 ～　　　2,815,000円HYBRID Z
（4WD）

■ ガソリン車 Ｘ“Ｂパッケージ”
（2WD） 1,798,000円 ～　　　2,441,000円Z

（4WD）

Photo:ヤリスクロス ハイブリッド Ｚ（2ＷＤ）。
ボディカラーのブラックマイカ（209）×ホワイトパールクリスタルシャイン（070）【2KR】
＜77,000円（税込）＞はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

Photo:ヤリスクロス ハイブリッド Ｚ（2ＷＤ）。
ボディカラーのブラックマイカ（209）×ホワイトパールクリスタルシャイン（070）【2KR】
＜77,000円（税込）＞はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。
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壮健 流麗
物 語 が 新 時 代 で ク ロ ス す る

YARIS CROSS DEBUTYARIS CROSS DEBUT
真心と、きもちのこもったおつきあい

から

ご来店特典 ご成約特典
期間中、「新型 ヤリスクロス」を
ご成約いただいた方に、

期間中、ご来店いただいた方に、

アウトドア
グッズも

豊富に品揃
え !!アウトドア

グッズも

豊富に品揃
え !!

1,5001,500名様に
プレゼント!!

コンパクトSUV
ヤリスクロスという新たな選択肢

※店舗によっては展示車がない場合がございます。ご来店の前に各店舗にお問い合わせください。

2020.

9/26(sat) 27(sun)
2020.

10/3(sat) 4(sun)

店頭発表会 試乗会

ご来店&ご成約 特典期間：2020年9月5日（土）～10月4日（日）まで

奈良トヨタグループ全店合計

ハンディアルコール
除菌スプレー（10ml）を、 コーナンで使える!!

お買物券もれなく

3,0003,000円分
プレゼント!!

※お一組様1個限りとなります。※無くなり次第終了となりますので、ご了承下さい。※写真はイメージです。 ※お一組様1回に限ります。※写真はイメージです。

TEL.0742-22-1151
奈良店

奈良市杉ヶ町30
TEL.0743-73-8751
東生駒店

生駒市小明町2101-1
TEL.0743-78-3171

生駒店

生駒市高山町8291-1
TEL.0742-52-7301

押熊店

奈良市押熊町1445-4
TEL.0743-56-2233

郡山店

大和郡山市小林町西 3-1-12

TEL.0747-52-8601
吉野店

吉野郡大淀町桧垣本1040
TEL.0744-23-9261

橿原店

橿原市醍醐町348
TEL.0745-78-5811

香芝店

香芝市尼寺2-299
TEL.0745-52-1151

高田店

大和高田市神楽67-1
TEL.0744-32-8007

田原本店

磯城郡田原本町唐古296

奈良本社 /奈良市南京終町 2-269
田原本本社 / 奈良県磯城郡田原本町唐古 296 
■営業時間 10:00 ～18:00 ■定休日 月曜日 ( 祝祭日は除く) 

お車のことなら
なんでもお気軽に真心と、きもちのこもったおつきあい

HPはこちら 奈良トヨタ 検 索
カチッ

0120-288-770 詳しい
店舗情報は
コチラから

TEL.0742-61-3305
奈良店

奈良市南京終町 2-269
TEL.0742-48-2201

富雄店

奈良市鳥見町1-1-12
TEL.0742-72-0550

平城山店

奈良市佐保台西町 33-1
TEL.0743-78-1911

生駒店

生駒市鹿畑町 903-1
TEL.0743-56-3900

郡山店

大和郡山市筒井町1141-1
TEL.0745-74-2531

西大和店

生駒郡斑鳩町竜田西7-1-7

TEL.0744-42-9551
桜井店

桜井市箸中 839-3
TEL.0744-24-4030

橿原店

橿原市新賀町136-1
TEL.0745-76-1095

香芝店

香芝市別所 56-1
TEL.0745-69-3751

葛城店

葛城市東室 93-3
TEL.0747-24-2571

五條店

五條市今井 5-5-1
TEL.0742-22-1748
ソリューションサービス室

奈良市杉ヶ町 30

詳しい
店舗情報は
コチラから

お客様へのお願い ❶ご来店の際はマスクを着用ください。 ❷「咳エチケット」の徹底をお願い致します。
❸発熱の症状のある方、体調の優れない方はご来店をお控えください。

新型コロナウイルス
感染拡大予防策について

奈良トヨタ・トヨタカローラ奈良は
お客様の安心・安全に配慮して

マスクを着用して
ご案内しています

店内を常時換気
しています

店頭にアルコール消毒
を設置しています

店内の消毒を
徹底しています

3つの密を避けて
営業しています密閉 密集 密接

トヨタ車のことなら、
ぜひ、お近くの店舗へご相談ください。

※上記掲載の内容は2020年 9月1日現在のものです。

奈良本社 /奈良市南京終町 2-269
田原本本社 / 奈良県磯城郡田原本町唐古 296 
■営業時間 10:00 ～18:00 ■定休日 月曜日 ( 祝祭日は除く) 



上質なインテリアと
充実の安全機能を専用装備

全ての道を思うまま走破する全地球型4WD。

Photo：Z（2WD）。
ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×
ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉［XH6］
＜55,000円（税込）＞はメーカーオプションで
車両本体価格には含まれておりません。

Photo：Z（2WD）。
ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×
ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉［XH6］
＜55,000円（税込）＞はメーカーオプションで
車両本体価格には含まれておりません。

Photo：アクア特別仕様車 Crossover“Glam”。
ボディカラーのオリーブマイカメタリック〈6T7〉は専用設定色。
Photo：アクア特別仕様車 Crossover“Glam”。
ボディカラーのオリーブマイカメタリック〈6T7〉は専用設定色。

Photo：G。ボディカラーのブラック〈202〉×エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉［2TB］＜77,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。
Photo：G。ボディカラーのブラック〈202〉×エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉［2TB］＜77,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

先進を研ぎ澄ませたデザインの
コンパクトクロスオーバー。

Photo：TZ-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〉
＜33,000円（税込）＞はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

Photo：TZ-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〉
＜33,000円（税込）＞はメーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

かつて無いパフォーマンスで
どんな道も胸高鳴る。

一線を画す、流麗なフォルム。

Photo：Z “Leather Package”（ハイブリッド車・2WD）。
ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉＜55,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

Photo：Z “Leather Package”（ハイブリッド車・2WD）。
ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉＜55,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

●「使ってバック」のご利用（TOYOTA TS CUBIC CARD個人会員または即時入会）
●2020年9月30日までのご成約、且つ12月末までにご登録
●トヨタ新車（ヤリスクロス・GRヤリス・ハリアー・RAV4 PHV・コペン GR SPORT・ピクシスシリーズを除く）のご成約

●2020年9月30日までのご成約　●トヨタの中古車（車両本体価格30万円以上）のご成約

＜新車の場合＞

＜中古車の場合＞

キャンペーン適用条件

おトクなキャンペーンも実施中！この機会をお見逃しなく！
TOYOTA TS CUBIC CARDTOYOTA TS CUBIC CARD
ポイントポイントキャンペーン!!キャンペーン!!

使ってバックで月々のお支払いが
かしこくおトクに！

＊

通常1P＝１円

TS CUBIC CARDのご利用で
貯まったポイントおよび、

当キャンペーンでプレゼントの
8万ポイントをクレジットの
ご利用期間中おクルマの

月々のお支払いに1.5倍で還元!

新車ご購入時、
月々のおクルマの
お支払いにも充当可能な

80,000ポイントプレゼント!
総
額

残価型割賦 / 残額据置払いでのご契約
＋80,000ポイントを全て
「使ってバック」のご利用により

円分として
おクルマのクレジットに充当できます。
120,000

＊毎月の還元金額は、毎月のおクルマのクレジットお支払い額が上限となります。 ●使ってバックご利用条件についてはスタッフまでお問い合わせください。

対象期間
6/12(金) 9/30(水)～

貯まったポイントで
お買い得！

円相当
プレゼント！60,000トヨタの中古車なら

「使ってバック」のご利用で

バッテリーが上がってからではおそいです !

バッテリー無料点検 実施中!! 取替工賃無料!
当社にてご購入のお客様には

さらに
今なら

!

期間
限定 ドライブレコーダー高性能

おすすめ! キャンペーン期間：2020.9.1(火)▶10.31(土）

i-safe Simple5 DC-DR652 d'Action 360 S DC5001DT

【ご注意!】本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。

車両の前方＋側方＋車内をカメラ1つで360度録画!
駐車監視機能付き!

40,920円

「前後Full HD高画質」＆「駐車監視機能」標準搭載!
高画質で綺麗な映像を走行中も駐車中も記録!

前・後方２カメラタイプ 360°タイプ

力強くタフなSUVスタイリング。

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］＜55,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。
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］＜55,000円（税込）＞は
メーカーオプションで車両本体価格には含まれておりません。

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

2,198,900円
713,900円
11,704円

9,000円×28回
100,000円×6回
1,577,604円
791,600円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で9,000

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（2,369,204 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

アクア特別仕様車 Crossover“Glam”
〈ハイブリッド・2WD・5人乗り〉 2,198,900円車両本体価格（消費税込み）車両本体価格（消費税込み）

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

5,530,000円
1,535,000円
12,131円

12,000円×28回
120,000円×6回
2,603,131円
3,483,900円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で12,000

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（6,087,031 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

ランドクルーザー
プラド TZ-G
〈クリーンディーゼル・4WD・7人乗り〉

5,530,000円車両本体価格
（消費税込み）
車両本体価格
（消費税込み）

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

3,876,000円
742,000円
12,270円

10,000円×28回
100,000円×6回
1,634,270円
2,674,440円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で10,000

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（4,308,710 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

ハイラックス Z
〈ディーゼル・4WD・5人乗り〉

3,876,000円車両本体価格
（消費税込み）
車両本体価格
（消費税込み）

思いもよらない毎日にたどりつく。

通常本体価格

44,220円（税込）
（税込）

OFF!
3,300円

70,180円通常本体価格

76,780円（税込）
（税込）

OFF!
6,600円

※別途取付工賃が必要となります。 ※詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください。

リアカメラ付き

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

3,045,000円
880,000円
9,210円

9,000円×28回
100,000円×6回
1,741,210円
1,583,400円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で9,000

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（3,324,610 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

3,045,000円車両本体価格（消費税込み）車両本体価格（消費税込み）
C-HR G
〈ハイブリッド・2WD・5人乗り〉

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

3,310,000円
890,000円
12,018円

9,800円×28回
110,000円×6回
1,836,418円
1,787,400円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で9,800

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（3,623,818 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

3,310,000円車両本体価格（消費税込み）車両本体価格（消費税込み）
RAV4 Adventure
〈ガソリン車・4WD・5人乗り〉

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

4,820,000円
1,410,000円
12,528円

10,700円×28回
120,000円×6回
2,442,128円
2,843,800円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で10,700

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（5,285,928 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

4,820,000円車両本体価格
（消費税込み）
車両本体価格
（消費税込み）

ハリアー 
Z “Leather Package”
〈ハイブリッド・2WD・5人乗り〉

■ 車両本体価格
■ 頭金
■ 月々の支払い金額（初回）
■ 月々の支払い金額（2回目以降〈×28回〉）
■ ボーナス時お支払い（1月・8月）
■ お支払い額合計※A
■ 最終回お支払い金額※B

2,060,000円
470,000円
10,240円

8,800円×28回
80,000円×6回
1,206,640円
1,050,600円

月々のお支払いがラクラク!

乗れる!
円で8,800

残価設定型プラン
月
々

2020年12月支払開始

※割賦販売価格は※Aと※Bの合計金額（2,257,240 円）となります。
※実質年率 4.9%の 36回払い。

2,060,000円車両本体価格
（消費税込み）
車両本体価格
（消費税込み）

ライズ Z
〈ガソリン車・2WD・5人乗り〉

■他にも対象外の車種があります。
■詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

掲載以外の車種も、
豊富に取り扱っています !
掲載以外の車種も、
豊富に取り扱っています !
掲載以外の車種も、
豊富に取り扱っています !
掲載以外の車種も、
豊富に取り扱っています !
カーラインナップ情報はコチラから▶

取り扱っています!取り扱っています!取り扱っています!取り扱っています!
トヨタトヨタ 全車種

※一部車種を除く

子供
免許証
発行

ICS
体験

10:00～16:00

フェスティバル
アウトドア&防災
奈良トヨタ自動車・トヨタカローラ奈良協業企画

★荒天の場合は翌週の24日(土)・25日(日)が順延の予定です。
　順延日が荒天の場合は、中止となります。

in 唐古・鍵遺跡史跡公園
入場無料
申込不要

日時 2020.10.17・18土 日

　　　　　　　　　　　●残価設定型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・ボーナス月によって若干異なります。残価設定型プランの各お支払い例には、保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は含まれておりません。別途申し受けます。●3年後のライフスタイル、使用状況により、乗り換え、買い取り（一括、または再分割）、ご返却の選択ができます。●当社で「お乗り換え」「お車をご返却」いただく場合、残価設定型プラン特約事項の基準内であればご精算の必要はありません。ただし、3年間の走行距離が年間1万2千キロを超えた場合や違法改造が行われていた場合、内外装に大きなキズがある場合等別途定める条件に該当する場合は、別途費用をご負担いただきます。
●残価設定型プランの詳細につきましては、当社スタッフまでお問い合わせください。●価格はすべて消費税込み価格です。 ●車両本体価格は、応急タイヤもしくはパンク修理キット、タイヤ交換工具一式を含む価格です。 ●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。 ●リサイクル料金は別途必要となります。 ●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。写真・イラストはイメージです。掲載の内容は2020年9月1日現在のものです。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
残価設定型プランについて

アウトドアグッズ展示販売
テント村も併設!

新型 SUV・PHVなど、
多数の車種展示

ボーイ
スカウトの
技術の披露

など

ロゴス協賛企画

Photo：Z。ボディカラーはオキサイドブロンズメタリック〈6X1〉。Photo：Z。ボディカラーはオキサイドブロンズメタリック〈6X1〉。

購入資金
万円分（消費税込み）10

期間中、トヨタの新車※1を
ご成約いただいた方に、

プレゼント!!
※1. ヤリスクロス、ピクシスシリーズ、バン、トラック、バスは除く。 
※2. モデリスタパーツ・TRD・GRパーツは除く。
※トヨタ純正用品購入資金が10万円未満の場合は、購入された用品金額分のプレゼントとなります。
※新車同時施工に限ります。※詳しくはスタッフにお問い合わせください。

トヨタ純正用品※2

2020.10.4(日）まで

ご成約特典




