
フリーダイヤル（島根県内のみ） ●営業時間／９：３０～１８：００ ●定休日／火曜日

0120-168567

介助専門士のいる
お店

島根トヨペット全店で
取り扱いしております。

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/

9/17㈪は休業いたします

松江店TEL.0852（21）7001
安来店TEL.0854（22）4730
雲南店TEL.0854（45）2321
出雲店TEL.0853（22）1000
大田店TEL.0854（82）2000
浜田店TEL.0855（28）2700
益田店TEL.0856（25）2111

「モデリスタ」の
エアロがついた
即納車
あります！

半期決算大商談会8days
★９月1日は防災の日！
　特別なご来場プレゼント進呈!
★「安全・安心パッケージ」 登場
★モデリスタのエアロ装着即納車ご案内
★カムリにスポーツグレード
　「WS」登場!
★自動車保険診断会（松江店のみ）
★雲南モーターフェスタに参加（９月９日）
★特選U-Car展示中

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！選ぶなら 島根トヨペットの

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

■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。■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。

photo:WS“レザーパッケージ”。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉×ダークブルーマイカメタリック〈8W7〉［2RC］はメーカーオプション。
ブラインドスポットモニターとリヤクロストラフィックオートブレーキはセットでメーカーオプション。　■写真は合成です。

photo:WS“レザーパッケージ”。
ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉×
プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2PS］は
メーカーオプション。ブラインドスポットモニターと
リヤクロストラフィックオートブレーキはセットで
メーカーオプション。
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9
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ピクシス エポック

プリウス

アクア タンク ポルテ アルファード エスクァイア シエンタ ハイエース カムリ

プリウスPHV プリウスα プレミオ マークX C-HR ハリアー 86

ピクシス ジョイ ピクシス メガ ピクシス バン ピクシス トラック サクシード トヨエース ジャパン タクシー

●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交通安全宣言

島根トヨペットは交通死亡事故 0（ゼロ）を目指します!!

LINE UP

半期決算
大商談会
8days　
などやります^-^

今月は

ドライバーを高揚感で満たす爽快なドライビングフィール。
さぁ、心高ぶる覚悟を。

今度のカムリは、闘う顔だ。
Are You Ready?

CAMRY WS。

カムリにスポーツグレード登場!!

［カムリ WS 主な特別仕様］

専用バンパー＆
2本出しマフラー

専用アルミホイール パドルシフト 専用シート＆インパネ

CAMRY WS

●カムリは3,298,320円から

3,672,000円
CAMRY WS “LEATHER PACKAGE” 4,341,000円

［車両本体価格］［グレード］

1土 2 日9/

雲南モーターフェスタに雲南モーターフェスタに
参加します！参加します！

9月9日㈰
10:00～16:00

松江店
のみ

お客様に最適な自動車保険は？ 
専門のスタッフが診断します！ 自動車保険診断会



オトク!!369,520円 オトク!!371,600円

■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。

C-HR  G-T〈4WD〉

大商談会
8days
9/

9/17・18は店休日です
15［土］

「至福の逸品」
京都祇園発祥
ボローニャ
デニッシュローフ

携帯おにぎり
（五目おこわ・わかめ・鮭）

プレゼント!24［月］

半期決算

9月のご来店プレゼント

9/1は
防災の日

9月1日㈯・2日㈰ご来店の方に

15日㈯・16日㈰
22日㈯・23日㈰・24日㈪
※ご来店プレゼントはイベント期間中に1家族様 各１個限りとさせて
　いただきます。※万一品切れの際はご容赦ください。

※ご来店プレゼントはイベント期間中に1家族様 いずれか１個限りとさせていただきます。※万一品切れの際はご容赦ください。

モデリスタのエアロ＋T-Connectナビ＋ボディコーティング（QMI）をセットした、カッコよくておトクな即納車登場!

販売期間：2018年9月1日～11月３０日

「安全・安心パッケージ」
島根トヨペットオリジナル特別仕様車

大好評!!

モデリスタ エアロキット  159,840円

7インチ T-connectナビ 179,280円

ボディコーティング（QMI） 75,600円

モデリスタ エアロキット ELEGANT
ICE STYLE 156,600円

7インチ T-connectナビ 176,040円

ボディコーティング（QMI） 64,800円

マークX 250G
●LEDヘッドランプ
●ボディカラー

●ボディカラー
●LEDヘッドランプ

●バックカメラ
●スペアタイヤ

メーカーオプション合計価格
232,200円

車両本体価格
2,775,600円

308万円
.0

オトク!!
174,080円

オトク!!355,240円

オトク!!
191,480円

オトク!!
276,640円

オトク!!
250,560円170万円

.0

+ 232,200円

305万円
.0

メーカーオプション合計価格
+ 2,775,600円
車両本体価格

397,440円
特別仕様合計（工賃込）

3,405,240円が合計価格

メーカーオプション合計価格
118,800円

車両本体価格
2,916,000円

+ 118,800円
メーカーオプション合計価格

+ 2,916,000円
車両本体価格

414,720円
特別仕様合計（工賃込）

3,449,520円が合計価格

メーカーオプション合計価格
32,400円

車両本体価格
3,519,720円+ 32,400円

メーカーオプション合計価格
+ 3,519,720円
車両本体価格

519,480円
特別仕様合計（工賃込）

4,071,600円が合計価格

370万円
.0

モデリスタ エアロキットVer.1 250,560円

7インチ T-connectナビ

T-connectナビ

ナビ・ドライブレコーダーの仕様は
変更になる場合があります。

ナビレディ
パッケージ
（プリウスは標準装備）

初回車検までの
点検を全てパック！

187,920円

ボディコーティング（QMI） 81,000円

ハリアー PREMIUM ターボ

プレシャス
ブラックP

パールホワイト

●ボディカラー

パールホワイト 3台限り
1台限り

1台限り

安全・安心の特別装備！

カメラ一体型
ドライブ
レコーダー

スマイル
パスポートボディコート

（QMIグラスシーラント）

施工車 未施工車

ドラレコとバックモニターが付いて安心！

ナビとボディーコートが付いて快適！

点検パックもあるからさらに安心！

【残クレプラン（残価設定型クレジット）について】※掲載
の数値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。【最終回お支払いについ
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。

“安全・安心パッケージ”は
「残クレ（通常金利3.9%）」も
金利優遇でおトク!!

ボディコート施工で
0.2％優遇！
点検パックご加入で
さらに0.2％優遇！

残クレ
なら

タンク X“S”
「安全・安心パッケージ」が

タンク X“S” アクア 特別仕様車 S“Style Black” プリウス 特別仕様車 S“Safety Plus”〈2WD〉 C-HR HYBRID S“LED Package”〈2WD〉

月々17,500円で乗れる！
●車両本体価格（税込）1,700,000円／●頭金（下取車も可）300,000円
／●割賦元金1,400,000円／●初回お支払額21,559円／●月々お支払
額（×58回）17,500円／●最終回（60回目）お支払額534,870円／●お
支払総額1,829,029円 ※実質年率3.5%、支払開始は11月にて試算

【お支払いプラン一例】

実質年率
3.5%

212万円
.0 265万円

.0 278万円
.0

残クレ
なら

アクア 特別仕様車 S“Style Black”
「安全・安心パッケージ」が

月々19,700円で乗れる！
●車両本体価格（税込）2,120,000円／●頭金（下取車も可）300,000円
／●割賦元金1,820,000円／●初回お支払額22,130円／●月々お支払
額（×48回）19,700円／●ボーナス月お支払額（×10回）60,000円／●
最終回（60回目）お支払額455,310円／●お支払総額2,280,640円 ※
実質年率3.5%、支払開始は11月、ボーナス1月・8月にて試算

【お支払いプラン一例】

実質年率
3.5% 残クレ

なら

プリウス 特別仕様車 S“Safety Plus”
「安全・安心パッケージ」が

月々23,900円で乗れる！
●車両本体価格（税込）2,650,000円／●頭金（下取車も可）300,000円
／●割賦元金2,350,000円／●初回お支払額27,585円／●月々お支払
額（×48回）23,900円／●ボーナス月お支払額（×10回）60,000円／●
最終回（60回目）お支払額860,340円／●お支払総額2,935,125円 ※
実質年率3.5%、支払開始は11月、ボーナス1月・8月にて試算

【お支払いプラン一例】

実質年率
3.5% 残クレ

なら

C-HR HYBRID S“LED Package”
「安全・安心パッケージ」が

月々25,200円で乗れる！
●車両本体価格（税込）2,780,000円／●頭金（下取車も可）300,000円
／●割賦元金2,480,000円／●初回お支払額25,788円／●月々お支払
額（×48回）25,200円／●ボーナス月お支払額（×10回）60,000円／●
最終回（60回目）お支払額987,900円／●お支払総額3,123,288円 ※
実質年率3.5%、支払開始は11月、ボーナス1月・8月にて試算

【お支払いプラン一例】

実質年率
3.5%

　トヨペット店では災害に備え全国でおよそ10万
本の飲料水を備蓄し、自然災害発生時に被災地
の必要に応じ、供給させていただいています。
　島根トヨペットも常時、約700本（1.5Lペットボ
トル）の保存水の備蓄をおこなっており、災害発生
時には全国からの支援の島根県窓口を担ってい
ます。今年は豪雨災害に見舞われた江津市に当
社保有の備蓄水（704本）を提供致しました。
　今後も、島根トヨペットは地域の皆さまのお役
に立てる活動を続けていきます。

全店で
400個
限り

〈全店で600個限り〉

〈全店で400個限り〉

※仕様の変更により価格が変更になる場合があります。

駐車時 踏み間違い
フォロー機能 体験会

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! 29 土

※悪天候の場合は中止いたします

全店で開催

9/
駐車場で、アクセルと
ブレーキをまさかの
踏み間違え！

警報と自動ブレーキで、
ぶつからずに済んだ！！

こんな時！

（LED有り）

photo:X“S”。ボディカラーは
マゼンタベリーマイカ
メタリック〈R72〉。

photo:特別仕様車 S"Style Black"。
ボディカラーはジュエリーパープル
マイカメタリック〈9AR〉。

photo:特別仕様車 S“Safety Plus”。ボディカラーは
シルバーメタリック〈1F7〉。

photo:S“LED Package”。ボディカラーは
メタルストームメタリック〈1K0〉。

+ =1,528,200円
車両本体価格

1,874,080円が
合計価格

345,880円
特別仕様合計（工賃込）

+ 1,979,640円
車両本体価格

＝ 2,311,480円が
合計価格

331,840円
特別仕様合計（工賃込）

+ 2,607,120円
車両本体価格

＝ 2,926,640円が
合計価格

319,520円
特別仕様合計（工賃込）

+ 2,670,000円
車両本体価格

＝3,030,560円が
合計価格

360,560円
特別仕様合計（工賃込）

〈2WD〉
〈2WD〉


