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介助専門士のいる

お店
島根トヨペットは 島根トヨペット全店で

取り扱いしております。設置店です。
AED検 索島根トヨペット

本社／松江市西津田3丁目2番７号 TEL0852-21-7000 FAX0852-27-5136 http://shimane.toyopet-dealer.jp/

7/2㈪・7/16㈪は休業いたします

人気のタンクに、
「パノラミックパッケージ」登場!!

BIG SUMMER フェア 開催!!

ニューフェイス紹介 第1弾

★ガラポン抽選会
★駐車時 踏み間違いフォロー機能 体験会
★au料金相談会
★イオン松江ショッピングセンター 出張展示会
★特選U-Car展示中
★タイヤ・ナビソフト・ワイパーゴム・
　バッテリーは早めの交換を！！

★この春入社したスタッフをご紹介します

25日㈬～
30日㈪

7月
イオン松江SCにて出張展示会

駐車時 踏み間違いフォロー機能 体験会
（松江店のみ）

（イオン松江SC特設会場）28日㈯・29日㈰

でも検索できます
トヨタU-CarWebサイト

★全車定期点検整備渡し  ★全車修復歴無 ※納車時に実施、販売価格に整備費用は含まれています。
※

全国T-Value取扱い店の
約11,000台からお探しできます！

U-Car
ハイブリッド保証

ハイブリッド
システム診断書

選ぶなら 島根トヨペットの

まるまる
クリン

中古車選びの“不安”を“安心”に変えたい。ティー・バリューは、安心が見えるトヨタのU-Carブランドです。 T-Valueハイブリッドは、T-Valueに「U-Carハイブリッド保証」と「診断書」をプラスしたトヨタのお店
ならではのハイブリッド中古車です。

3つの
トヨタの

安心
3つの
トヨタの

安心
安心

1
車両検査
証明書

安心

2
ロングラン
保証

安心

3

タイヤ
ナビソフト

ワイパーゴム
バッテリー

早期交換キャンペーン実施中！
サマードライブの安心・安全のために、早期の交換をおススメします！

ご来店、お待ちしています！

みんなの“笑顔”をサポートする 島根トヨペットの情報マガジンこの春入社した新人です！
よろしくお願いします！！ニューフェイス紹介コーナー

今月のイベントのご案内今月のイベントのご案内

安心ドライブに強～い味方！

ライフスタイルにあったプランへの
見直しで家計の節約も！！ 
専任スタッフがお客様に合ったプランを
ご提案いたします!

などなど、この機会にぜひご相談ください!
au以外をお使いの方にもお得な情報がございます！ 7月7日㈯・8日㈰ 7月21日㈯・22日㈰※数に限りがありますのでご予約をお願いします

おひとり様30分程度・ご予約をお願いいたします

雲南店・出雲店 松江店・浜田店

期間中、料金相談いただいた方へ 相談会で端末を購入または注文いただいた方へ

ワッフル（3個入）

抽選で粗品プレゼント!!

プレゼント！

スマートフォンを使ってみたいけど…
月々の料金はどれくらいになるの？

今の料金プラン、
自分に合ってるのかな？

もっと安くならないのかな…

［マネケン］ 新規・MNP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ギフト券 10,000円分

〈スマホのみ〉さらに島根トヨペットの「10,000割引」も！

機種変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ギフト券   3,000円分

さらに
はずれなし！

　以前から車に興味があり、
人と接することも好きだか
らです。

入社の動機は？

　どんな時でも頼りになる
社会人になりたいです。

どんなスタッフになりたい？

　ハイエースです！ 50周
年記念でリラクベースが出
ました。キャンプなどにもっ
てこいです。

おすすめの車は？

入社の動機は？

どんなスタッフになりたい？

おすすめの車は？

入社の動機は？

どんなスタッフになりたい？

おすすめの車は？

　インターンシップに参加し
て、ここで働きたいと思いま
した。

　担当している仕事を極め
たいです。

　カムリがおススメです。広
くて、静かな大人の車だと思
います。

　この会社でなら自分が目
指すエンジニアになれると
思ったからです。

　どんな整備でも任せてい
ただけるエンジニアです。

　アルファードです。高級
感、乗り心地、どれをとって
もおススメできる一台です。

　設備も充実していて、働き
やすい職場だと思いました。

　応用力を身につけ、様々
な状況に対応できるスタッ
フになりたいです。

　自分も乗っていますが、
マークXです！ 格好よくて、
高級感もあり気に入ってい
ます!

　職場の雰囲気がとても良
いと感じました。

　周囲・お客様から頼られ
るスタッフになりたいです。

　カムリです。斬新なデザ
インと、しっかりしたボディ
で、ハイブリッドながら走り
も素晴しいです！

　一緒に働きたいと思える
先輩スタッフに出会いまし
た！

　“かっこいい大人”になり
たいです!

　ハリアーがおススメです！
スポーティからフォーマル
まで、どんなシーンにも使
えるSUVです。

ショッピングセンター

第1弾
安来店 細田スタッフ 松江店 柳楽スタッフ

松江店 梶谷スタッフ 松江店 井上スタッフ

松江店 村上スタッフ

松江店 多久和スタッフ

要予約
料金相談会携帯電話・スマートフォンau

2018

7
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入社の動機は？

どんなスタッフになりたい？

おすすめの車は？

入社の動機は？

どんなスタッフになりたい？

おすすめの車は？

入社の動機は？

どんなスタッフになりたい？

おすすめの車は？

入社の動機は？

どんなスタッフになりたい？

おすすめの車は？
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特別
価格駐車時 踏み間違いフォロー機能 体験会

全周囲＆フロントノーマルビュー

リヤワイドビュー全周囲＆リヤノーマルビュー

左右サイドビュー

画面表示例

上空から見るようなアングルで確認！クルマのまわりがマルっと見えるから安心、安全！

1,684,800円車両本体価格

タンク G“S”

Photo：G“S”。ボディカラーはファインブルーマイカメタリック〈B67〉

島根トヨペット特別仕様車
「パノラミックパッケージ」登場！

設定グレード G、G“S”、G-T、
カスタムG、カスタムG“S”、カスタムG-T
※X、X“S”の設定はございません。

※表示例は標準のTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示された場合です。
　実際の表示とは異なります。

■車両本体価格は消費税8％込みで、スペアタイヤ（応急用）また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。■特に表示のある場合を除き、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）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■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。■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。■ボディカラーは撮影、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。■詳しくは販売店スタッフにおたずねください。

パノラミックビュー パノラミックビューがナビ画面に
表示可能で、より見やすくなります！

+

+

（ステアリングスイッチ［オーディオ操作］付）
45,360円（メーカーオプション） 207,360円（取付工賃込）

T-connectナビ 
（7インチモデル＋変換BOX） + フロマットベーシック &

サイドバイザーRVワイドタイプ

特別仕様合計 292,680円（工賃込） 車両本体価格 1,684,800円
合計価格

のところ
1,977,480円

177,480円オトク

割賦元金 1,500,000円

頭金（下取車も可） 300,000円

初回お支払額 20,641円

最終回（60回目）お支払額 589,680円

お支払総額 2,006,521円

月々お支払額（×58回） 18,900円

特別価格 1,800,000円

お支払総額 1,870,357円＋諸費用

割賦手数料 70,357円
頭金 991,300円

残クレプラン
ざんざん すえ

残据プラン 2.9%
実質年率

3.9%
実質年率

おすすめプラン

2回目お支払額 808,700円

1,061,657円＋諸費用初回お支払額

180万円.0
月々 の負担が軽い 購入時の負担が軽い残クレプラン 残据プラン

月々の
お支払い部分 （3つのプランから選択）

購入時の
お支払部分

（頭金＋割賦手数料）

1回目の
お支払い

2回目の
お支払い

3年間
お支払なし!

2回払い
設定残価
【2回目のお支払分】

（3つのプランから選択）

設定残価
【最終回お支払分】

NEW!

新車に
お乗り換え 円

※10 クルマの
ご返却 円

※30乗り続ける
（一括or分割払い）※2

1 2 3
新車に
お乗り換え 円

※10 クルマの
ご返却 円

※30乗り続ける
（一括or分割払い）※2

1 2 3

選べる つのプラン3 選べる つのプラン3
【残クレプラン（残価設定型クレジット）について】※上記はあくまでも計算例であり、実際の契約内容によっては異なることがあります。※算出例には付属品・オプション代・保険料・税金（除く消費税）・登録に伴う諸経費、リサイクル料金を含みません。※設定残価は、車両状態が規定内であ
る場合のみ保証いたします。本クレジットのご利用には条件がございます。詳しくは販売店スタッフにお問合せください。【残クレプラン・残据プランについて】※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（※1）、及びご購入いただいた販売店に車両をご返却の
場合（※3）、最終回の支払いは不要ですが、車両状態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。※お買い上げの際に分割払いも選択できます（※２）。その際は、別途分割手数料が発生いたします。詳しくは販売店スタッフにお問合せください。■車両本体価格
は、パンク修理キット・標準工具一式付の消費税8%込みの価格です。付属品、また、その他の税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う費用等は含まれておりません。■自動車リサイクル法により、リサイクル料金が別途必要となります。※詳しくは、スタッフにおたずねください。

だから…選ぶなら島根トヨペットのサポカー!

2,607,120車両本体価格 円

特別仕様車 S“Style Black” 

先進の予防安全装置搭載！安全運転をサポート!

1,979,640車両本体価格 円
Photo：特別仕様車 S“Safety Plus”［ベース車両はS］。ボディカラーはスティールブロンドメタリック〈4X1〉。

サポカー（セーフティ・サポートカー）は、政府の定める
「安全運転サポート車」の総称です。

■予防安全装置の各機能の作動には、速度や対象物等の条件があります。また、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。詳しくは、取扱書、またはWEBをご覧いただくか、販売店
スタッフにおたずねください。 ■予防安全機能はドライバーの安全運転を支援するためのものです。機能を過信せず、安全運転を心掛けてください。

特別仕様車 S“Safety Plus”〈2WD〉

センサーで前後の障害物を感知、駐車時などの衝突回避をサポートする
機能をご体験ください!

空くじ
なし！

ガラポン
　　　大抽選会

1等

2等 3等

①クリアーホエール
　フロート

花火セット
NEW スターリングうきわ
3色のうちいずれかお１つ !!

島根トヨペットのホットな夏、
始まります！

早い者勝ちにつき、ご希望のカラーが品切れの場合がございます。

①②③のうちお好きなフロートをいずれかお１つ !!
早い者勝ちにつき、ご希望の商品が品切れの場合がございます。

39,960円（取付工賃込）

「残クレ」ご利用なら スマイルパスポートお申し込みで金利が-0.2%、QMI施工でさらに-0.2% となります！

全店で
開催

7月14日㈯・15日㈰
雲南店は7月28日㈯・29日㈰も開催します※悪天候の場合は中止いたします

オプション合計 909,800円
車両本体価格 3,789,720円
合　　　　計 4,699,520円

オプション合計 401,448円
車両本体価格 3,055,320円
合　　　　計 3,456,768円

３,2０0,000円
256,768円おトク!!

特別
価格 4,250,000円
449,520円おトク!!

●ハイエースバンスーパーGL
（2700ccガソリン・6AT・4WD・2/5人乗り・ホワイトパール）

(ガソリン・ターボ・2WD）

●ハイエースバンDX-GLパッケージ
（2800ccディーゼル・6AT・2WD・3/6人乗り・ダークブルーマイカメタリック）

〈メーカーオプション〉●バック
モニター内蔵自動防眩インナ
ーミラー ●リヤヒーター/クー
ラー ●SRSエアバッグ＋プリ
テンショナー＆フォースリミッ
ター機構付シートベルト（助手
席）●アクセサリーコンセント
〈ディーラーオプション〉●フロ
アマット ●サイドバイザー
（RVワイドタイプ）●ETC車載
器（ボイスナビ連動タイプ） ●
エントリーナビ（NSCD-W66）
●GYスタッドレスタイヤ＋ホイ
ール4本セット 

〈メーカーオプション〉●ホワイト
パールクリスタルシャイン ●両
側パワースライドドア（イージー
クローザー付） ●SRSエアバッ
グ＋プリテンショナー＆フォース
リミッター機構付シートベルト
（助手席）●LEDヘッドランプ ●
電動格納リモコンドアミラー ●
スマートエントリー＆スタートシ
ステム ●寒冷地仕様 等
〈ディーラーオプション〉●フロア
マット ●2モードインテリアイル
ミネーション ●リヤ、サイドガラ
スIRカットフィルム（スモーク） ●
サイドバイザー（RVワイドタイ
プ） ●ETC車載器（ボイスナビ連
動タイプ） ●T-connectナビ
（NSZT-W66T） ●バックガイド
モニター ●モデリスタフロント
スポイラー  ●ベッドキット 等

ボディカラー

バックカメラ

ボディカラー

バックカメラ

スペアタイヤLEDヘッドランプパッケージ LEDヘッドランプパッケージボディカラー

●ハリアー PREMIUM (ガソリン・ターボ・4WD） (2WD）●G-T
■ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 ■ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 ■ホワイト〈058〉×ブラック〈202〉

●HYBRID G

長
距
離
移
動
に

う
れ
し
い
ベ
ッ
ド
キ
ッ
ト
付
！

オプション合計

32,400円
車両本体価格

3,519,720円
オプション合計

221,400円
車両本体価格

2,905,200円
オプション合計

232,200円
車両本体価格

2,775,600円
セット合計価格 3,007,800円 セット合計価格 3,126,600円

セット合計価格 3,552,120円 車両本体価格 3,519,720円

根強い人気のハイエース!!オプション多数の即納車あります！

■スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉（ICS付）
　セット合計価格 3,580,200円もあります ※ICS＝駐車時 踏み間違いフォロー機能

■ブラック〈202〉

夏のレジャーに間に合う、SUV&トランスポーターあります！即納OK!!

Photo:特別仕様車 S“Style Black”［ベース車両はS］。ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。

島根トヨペット
交通安全宣言
●後席シートベルト着用
●歩行者の反射材着用
●早めのライト点灯とハイビームの推奨
●チャイルドシートの正しい取り付け

島根トヨペットは交通死亡事故
0（ゼロ）を目指します!!

Toyota Safety Sense 踏み間違い時サポートブレーキ
AQUA PRIUS に搭載

（インテリジェントクリアランスソナー）・ プリクラッシュセーフティ（レーザーレーダー＋単眼カメラ方式）
・ レーンディパーチャーアラート　・ オートマチックハイビーム

日

3週連続
開催!!

③わんわんドッグ
　フロート

月 ㈯
日
㈰877 日

㈯
日
㈰ 2221日㈯ 日

㈰

②ジャンボエアープレーン
　フロート


