HYOGO TOYOTA クライマックスフェア

Climax Fair
11/6（土）- 12/26（日）
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※毎週火曜日・第2水曜日は定休日です。
（洲本店・豊岡店・西はりま店は第3水曜日も定休日）

抽選で
5名様

ご成 約抽選プレゼント

抽選で
5名様
クルマもおうちもキレイが一番！

旅の思い出をよりきれいに！

スマートフォン用
ジンバル
DJI OM5

11月6日から12月26日までの間、
兵庫トヨタ店頭にて新車ご成約の方の中から抽選で合計30名様に豪華賞品をプレゼントいたします。

iRobot ルンバ i3

※賞品のデザイン・仕様が予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※当選発表は商品の進呈をもってかえさせていただきます。 ※写真内のスマートフォン本体はプレゼントに含まれません。

抽選で
5名様

抽選で
5名様

抽選で
5名様

サイエンス
ウルトラファインミスト ミラブル plus

抽選で
5名様

火を使わずに
暖炉の雰囲気が楽める！

暖炉型
ファンヒーター

冬の味覚と言えばコレ！

安心ドライブサポートクッション
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選べるギフトかに三昧

脚の開きを補正して踏み間違い防止をサポート

堂々と大きく、
力強いシルエットと
存在感。

アクティブかつ
都会的な上質さに、
ゆとりある空間を
プラス。

ライズZ

カローラクロスS

（1.2ハイブリッド 2WD）
電気式無段変速
車両本体価格（消費税込）

（1.8ハイブリッド 2WD）
電気式無段変速

2,328,000円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

実質年率 4.9%

月々17,000円で5年間乗れる！
！
車両本体価格
（消費税込） …… 2,328,000円
頭金（下取車充当可） …………… 800,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い
初回お支払い額……………………… 17,630円
月々お支払い額（×58回） ………… 17,000円

生産予定

Color：ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール
（メーカーオプション77,000円）

【一例】

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

スタッフまで
お問い合わせください

実質年率 4.9%

1,315,250円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 2,328,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,140,720円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 814,800円
割賦手数料
（B）…………………… 174,530円
①②の場合 …… 1,803,630円
お支払い
総額
③の場合 ……… 2,618,430円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 1,315,250円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,187,280円
お支払い
総額

生産予定について

頭金（下取車充当可） …………… 850,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い
初回お支払い額……………………… 26,147円

2022年3月上旬以降

Sグレード（ガソリンハイブリッド）2022年4月上旬以降

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

実質年率 4.9%

1,506,753円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 2,750,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,292,500円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,017,500円
割賦手数料
（B）…………………… 214,253円
①②の場合 …… 2,094,147円
お支払い
総額
③の場合 ……… 3,111,647円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 1,506,753円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,457,500円
お支払い
総額

①②の場合 …… 1,506,753円
③の場合 ……… 2,964,253円

ハリアーG
生産予定
Color：グレイッシュブルー

実質年率 4.9%

月々17,900円で5年間乗れる！
！

月々お支払い額（×58回） ………… 17,900円

車両本体価格
（消費税込） …… 2,750,000円

【一例】

2022年1月下旬以降

ハイブリッド

（2.5ハイブリッド 2WD）
電気式無段変速

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

初回お支払い額……………………… 19,880円

実質年率 4.9%

（10/22現在）

ガソリン

SUVの枠を超えていく
洗練されたスタイル。

2,284,000円

お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い

Color：ダークブルーマイカメタリック

月々21,000円で5年間乗れる！
！

月々お支払い額（×58回） ………… 21,000円

ヤリスクロスX

頭金（下取車充当可） …………… 684,000円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

③の場合 ……… 2,502,530円

（1.5ハイブリッド 2WD）
電気式無段変速

車両本体価格
（消費税込） …… 2,284,000円

2,750,000円

①②の場合 …… 1,315,250円

洗練されながらも美しい、
コンパクトSUVの
新しいスタイル。

車両本体価格（消費税込）

車両本体価格（消費税込）

生産予定

【一例】

ガソリン

2022年4月上旬以降

（10/22現在） ハイブリッド

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

2022年6月上旬以降

実質年率 4.9%

1,270,909円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 2,284,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,096,320円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 845,080円
割賦手数料
（B）…………………… 174,589円
①②の場合 …… 1,742,080円
お支払い
総額
③の場合 ……… 2,587,160円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 1,270,909円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,187,680円
お支払い
総額

車両本体価格（消費税込）

4,000,000円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

生産予定
Color：ブラック

実質年率 4.9%

月々26,500円で5年間乗れる！
！
車両本体価格
（消費税込） …… 4,000,000円
頭金（下取車充当可） ………… 1,200,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い

①②の場合 …… 1,270,909円

初回お支払い額……………………… 31,319円

③の場合 ……… 2,458,589円

月々お支払い額（×58回） ………… 26,500円

【一例】

ガソリン

2022年4月下旬以降

（10/22現在） ハイブリッド

2022年7月中旬以降

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

実質年率 4.9%

1,884,560円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 4,000,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,520,000円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,800,000円
割賦手数料
（B）…………………… 364,560円
①②の場合 …… 2,768,319円
お支払い
総額
③の場合 ……… 4,568,319円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 1,884,560円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 2,480,000円
お支払い
総額

①②の場合 …… 1,884,560円
③の場合 ……… 4,364,560円

※グレード、仕様、装着するオプション等により、生産予定が遅くなる場合がございます。 ※今後の状況等により生産予定が変わる場合がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問合せください。
※生産完了から店舗に到着するまで、輸送日数がさらにかかります。輸送日数は車種により異なります。

ぜ ひ 試 乗 で お 確 か めくだ さ い !
乗りごこち

室内空間

兵庫トヨタの展示車・試乗車はQRコードをスキャン
●掲載内容（価格・支払いプラン）
は2021年11月1日現在のものです。 ●価格は消費税を含む価格です。 ●税金（消費税除く）
・保険料・登録諸費用など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になります。 ●車両本体価格にオプション価格は含まれておりません。
●ボディカラーおよび内装色などは撮影、
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。

▼

ドライブフィール

地球上のあらゆる道を走破するオン・オフ性能。

ランドクルーザープラド 特別仕様車 TX"Lパッケージ・70th ANNIVERSARY LIMITED"
（2.7ガソリン 4WD 7人乗り）6速AT
車両本体価格（消費税込）

4,448,000円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

実質年率 4.9%

月々33,900円で5年間乗れる！
！
車両本体価格
（消費税込） …… 4,448,000円

【一例】

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

2,057,689円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 4,448,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,645,760円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 2,135,040円
割賦手数料
（B）…………………… 411,929円
①②の場合 …… 3,003,210円
お支払い

頭金（下取車充当可） ………… 1,000,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い
初回お支払い額……………………… 37,010円

総額

月々お支払い額（×58回） ………… 33,900円

実質年率 4.9%

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 2,802,240円
お支払い
総額

③の場合 ……… 5,138,250円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 2,057,689円

①②の場合 …… 2,057,689円

生産予定

③の場合 ……… 4,859,929円

（10/22現在）

2022年4月以降

N
E
W

Color：ブラック

新バッテリーで
電動ドライブ力が
大幅アップ。

きびきびした走りの
快適コンパクト。

アクアX

ヤリスX（1.0ガソリン 2WD）

（1.5ハイブリッド 2WD）
電気式無段変速
車両本体価格（消費税込）

2,090,000円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

実質年率 4.9%

【一例】

お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い
初回お支払い額……………………… 20,321円
月々お支払い額（×58回） ………… 18,400円

2022年1月下旬以降

車両本体価格（消費税込）

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

お支払い
総額

車両本体価格
（消費税込） …… 1,455,000円
頭金（下取車充当可） …………… 400,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い

①②の場合 …… 1,359,064円

初回お支払い額……………………… 14,151円

③の場合 ……… 2,215,964円

月々お支払い額（×58回） ………… 13,400円

安全と安心で選ぶなら、
このプリウス。

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

初回お支払い額……………………… 24,270円
月々お支払い額（×58回） ………… 23,900円

生産予定
（10/22現在）

実質年率 4.9%

月々23,900円で5年間乗れる！
！
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い

【一例】

2022年1月下旬以降

車両本体価格（消費税込）

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

1,685,839円で3年間乗れる！！

【一例】

実質年率 4.9%

884,087円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 2,814,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,491,420円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 956,760円
割賦手数料
（B）…………………… 194,419円
①②の場合 …… 2,224,470円
お支払い
総額
③の場合 ……… 3,181,230円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 1,685,839円

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,322,580円
お支払い
総額

Color：プレシャスホワイトパール
（メーカーオプション55,000円）

5,290,000円
実質年率 4.9%

月々45,500円で5年間乗れる！
！

【一例】

車両本体価格
（消費税込） …… 5,290,000円
頭金（下取車充当可） ………… 1,500,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い

①②の場合 …… 1,685,839円

初回お支払い額……………………… 46,600円

③の場合 ……… 3,008,419円

月々お支払い額（×58回） ………… 45,500円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り…… 669,300円
お支払い
総額

①②の場合 ……… 884,087円
③の場合 ……… 1,553,387円

【一例】

生産予定
（10/22現在）

2.5L ハイブリッド

2022年1月上旬以降

3.5L ハイブリッド

2022年1月上旬以降

2.0L ガソリン

2022年1月以降

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

実質年率 4.9%

2,988,691円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 5,290,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 2,592,100円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,798,600円
割賦手数料
（B）…………………… 396,591円
①②の場合 …… 4,185,600円
お支払い
総額
③の場合 ……… 5,984,200円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 2,988,691円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 2,697,900円
お支払い
総額

①②の場合 …… 2,988,691円
③の場合 ……… 5,686,591円

ゴールドの輝きを
携えた唯一無二の
アルファード

アルファード
特別仕様車 S
"TYPE GOLD Ⅱ"

ルーミーX

（2.5ガソリン 2WD 7人乗り）自動無段変速

（1.0ガソリン 2WD）
自動無段変速
生産予定

1,556,500円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

車両本体価格
（消費税込） …… 1,556,500円
頭金（下取車充当可） …………… 300,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い
初回お支払い額……………………… 16,682円
月々お支払い額（×58回） ………… 14,900円

生産予定について

（10/22現在）

Color：ファイアークォーツレッドメタリック

実質年率 4.9%

月々14,900円で5年間乗れる！
！

【一例】

2022年1月下旬以降

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

車両本体価格（消費税込）

866,099円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 1,556,500円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）………… 747,120円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 607,030円
割賦手数料
（B）…………………… 118,979円
①②の場合 …… 1,180,882円
お支払い
総額
③の場合 ……… 1,787,912円 ご購入時お支払い額（A＋B）……… 866,099円

お支払い
総額

4,240,000円

実質年率 4.9%

月々29,400円で5年間乗れる！
！

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 809,380円

生産予定
Color：ホワイトパールクリスタルシャイン
（メーカーオプション33,000円）

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

実質年率 4.9%

車両本体価格
（消費税込） …… 4,240,000円
頭金（下取車充当可） ………… 1,240,000円
お支払回数／お支払期間……… 60回
（5年）
払い

①②の場合 ……… 866,099円

初回お支払い額……………………… 30,702円

③の場合 ……… 1,675,479円

月々お支払い額（×58回） ………… 29,400円

【一例】

（10/22現在）

ガソリン

2022年2月上旬以降

ハイブリッド

2022年2月中旬以降

エグゼクティブラウンジ（ガソリンハイブリッド）2022年2月中旬以降

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

実質年率 4.9%

2,069,968円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 4,240,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,696,000円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 1,865,600円
割賦手数料
（B）…………………… 373,968円
①②の場合 …… 2,975,902円
お支払い
総額
③の場合 ……… 4,841,502円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 2,069,968円

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り… 2,544,000円
お支払い
総額

①②の場合 …… 2,069,968円
③の場合 ……… 4,613,968円

※グレード、仕様、装着するオプション等により、生産予定が遅くなる場合がございます。 ※今後の状況等により生産予定が変わる場合がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問合せください。
※生産完了から店舗に到着するまで、輸送日数がさらにかかります。輸送日数は車種により異なります。

残価設定型クレジット
「イージープラン」
乗る分だけをラクラクお支払い。
月々のお支払い負担を軽くできます。
■最終月
（60回目）
のお支払い方法は3つの選択肢から選べます。
プラン①

2022年2月上旬以降
2022年3月上旬以降

残額据置き払い
「楽々2回払い」なら

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 1,455,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）………… 785,700円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 451,050円
割賦手数料
（B）……………………… 98,387円
①②の場合 …… 1,191,351円
お支払い
総額
③の場合 ……… 1,642,401円 ご購入時お支払い額（A＋B）……… 884,087円

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

実質年率 4.9%

収納力に優れた
コンパクトトールワゴン。

車両本体価格（消費税込）

実質年率 4.9%

（2.5ハイブリッド 2WD）電気式無段変速

Color：シルバーメタリック

2,814,000円

頭金（下取車充当可） …………… 814,000円

ガソリン

クラウン
特別仕様車 S"Elegance Style Ⅲ"

（1.8ハイブリッド 2WD）電気式無段変速

車両本体価格
（消費税込） …… 2,814,000円

生産予定

（10/22現在） ハイブリッド

その優美なたたずまい、
心やすらぐ
世界に魅了される。

プリウス
特別仕様車 S"Safety Plus Ⅱ"
車両本体価格（消費税込）

1,455,000円

月々13,400円で5年間乗れる！
！

【一例】

①新車にお乗り換え ………… 0円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 856,900円

Color：センシュアルレッドマイカ
（メーカーオプション33,000円）

残価設定型クレジット
「イージープラン」なら

実質年率 4.9%

1,359,064円で3年間乗れる！！

①新車にお乗り換え ………… 0円 車両本体価格
（消費税込） …… 2,090,000円
最終回
お支払い額
②車両ご返却………………… 0円
頭金（下取車充当可）
（A）……… 1,233,100円
（3つの選択肢）
③車両お買取り …… 543,400円
割賦手数料
（B）…………………… 125,964円
①②の場合 …… 1,787,521円
お支払い
総額
③の場合 ……… 2,330,921円 ご購入時お支払い額（A＋B）…… 1,359,064円

頭金（下取車充当可） …………… 700,000円

生産予定
（10/22現在）

月々18,400円で5年間乗れる！
！
車両本体価格
（消費税込） …… 2,090,000円

自動無段変速

Color：クリアベージュメタリック

プラン②

兵庫トヨタで
おクルマご返却 ※1
新車にお乗り換え ※1

プラン③
このクルマを
お買い上げ ※2

▼ 例えば60回
（5年）
の場合

この部分を
お支払い

頭金＆分割払い

最終月
（60回目）
の
お支払い

最終回お支払い
（据置き額）

残価据え置き払い
「楽々2回払い」
頭金と最終回の2回で支払いが
終了する賢いクルマの買い方です。
■2回目のお支払い方法は3つの選択肢から選べます。
プラン①

プラン②

兵庫トヨタで
おクルマご返却 ※1
新車にお乗り換え ※1

プラン③
このクルマを
お買い上げ ※2

▼ 例えば3年の場合
1回目

購入時
頭金＋割賦手数料

3年間
お乗り
いただけ
ます。

2回目

3年後

3つの支払い
方法から選択

据置き額

※1.兵庫トヨタに車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場
合（①）、及び兵庫トヨタに車両をご返却の場合（②）、据置き
額のお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清算金をいただきます。
※2.車両をお買い上げの場合（③）、一括ご精算または分割
（別途分割手数料が発生いたします）も選択できます。分割を
選択する場合は、別途条件がございます。詳しくはスタッフま
で。■掲載のお支払い例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。■算出例の車両本
体価格には付属品・オプション代・保険料・税金（除く消費
税）
・登録に伴う諸経費、
リサイクル料金は含まれておりませ
ん。■据置き額は、車両状態が規定内である場合のみ保証い
たします。

●掲載内容（価格・支払いプラン）
は2021年11月1日現在のものです。 ●価格は消費税を含む価格です。 ●税金（消費税除く）
・保険料・登録諸費用など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になります。 ●車両本体価格にオプション価格は含まれておりません。
●ボディカラーおよび内装色などは撮影、
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。

