
カローラ福 岡は『トヨタ車 全 車 種 』取 扱いしております。 ※一部車種除く

＊車両本体価格（消費税10%込み）及び残価率は、‘21年6月現在のものです。 ■ 車両本体価格にはメーカーオプション及びディーラーオプションの価格は含まれておりません。 ■ 価格はタイヤパンク応急修理キット付きの価格です。 ■ リサイクル料金、情報管理料金、資金管理料金は価格には含まれて
おりません。 ■ 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。 ■ ボティカラーは撮影、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。 ■ 詳しくはスタッフにおたずねください。

リース満了後の予定残存価格を
差し引いて、リース料を算定します。

カーリースは、あらかじめ中古車予想価格にあたる「予定残存価格」を差し引いて

からリース料を設定します。 したがって、合理的なリース料の算定といえます。

リース料計算ベース
予定
残存価格

車 両 価 格

メンテナンスリース ファイナンスリース

車両代、 税金にメンテナンスや
さまざまなサポートを加えたご契約

車両代、 
税金までのご契約

お近くの店舗で高品質のメンテナンスが受けられます!
ご契約からメンテナンスまでカローラ福岡にすべておまかせください!

TCFリースは
月々ー定の
お支払いで
クルマをお使いいただける

システムです。

新しいクルマにお乗り換え

クルマのご返却※1

クルマのお買い上げ※２

（一括ご精算or分割払い）

分割払い 残価

新しいクルマに乗り
続けたい！ 月々のご
負担を軽くしたい！

メリット①

乗り換え、払い込み
クルマの返却を計画
されている！

メリット②

使ってバックのご利
用で月々のお支払い
がさらにおトク！

メリット③

車両本体価格

新しいクルマにお乗り換え

クルマのご返却※1

クルマのお買い上げ※２

（一括ご精算or分割払い）

3つのプランから選択

新しいクルマに乗り
続けたい！ 月々のご
負担を軽くしたい！

メリット①

乗り換え、払い込み
クルマの返却を計画
されている！

メリット②

使ってバックのご利
用で月々のお支払い
がさらにおトク！

メリット③

新しいクルマにお乗り換え

クルマのご返却※1

クルマのお買い上げ※２

（一括ご精算or分割払い）

3つのプランから選択

メリット①

予算の範囲でワ
ンランク上の車
に乗れる！

メリット②

中古車の購入予算
で新車に乗れる！

メリット③

購入資金を抑えら
れるため手元に資
金を残せる！

お支払は頭金と3年後の2回のみ。
月々のお支払いはありません

3年間お支払いなし

●らくらくプランとは、あらかじめ設定した3年・4年・5年後の残
価を据え置いて、残りの金額を分割払いにするシステムです。だから
月々の負担が少なくて済みます。

●残額据置き払いプランとは、あらかじめ設定した３年後の残価を
据え置いて残りの金額を購入時に一括支払いにするシステムです。
月々のお支払いが無く、購入時にご用意頂く負担が軽減できます。

特別仕様車Debut!!

開催
期間 6 12

27
土

日
※6月14日（月）、21（月）は定休日となります。

※１ 詳しくはお近くのカローラ福岡へお問合せください。※２ サービススタッフにつきましては、工場内では熱中症予防の為にマスクの着用をせずに作業をさせていただく場合がございます。

ショールーム入口にアル
コール消毒液を設置して
おります。

飛沫感染防止の為、商談テー
ブル・カウンターにパーテー
ションを設置しております。

お客様及び従業員の健康
と安全を考慮し、マスクを
着用しております。※2

トヨタカローラ福岡は新型コロナウイルスの感染予防対策として以下の対応を行っております

展示車及び試乗車は定期
的に除菌作業を行ってお
ります。

カタログ·御見積りのお届
けサービスを実施してお
ります。※1

検温を実施しております。
（顔認証・非接触型体温計）

Pi!
36.0

1.9%

特別金利

通常金利
5.9％を

※１車両ご返却の際、車両状態が事前に定めた規定外である場合には別途差額をいただきます。※２お買い取りの際に引き続き分割払いする場合、別途条件があります。※付属品・リサイクル料金・保険料・税金（消費税を除く）・登録に伴う費用は含まれておりません。※残価率、金利につきましては変更することがあります。

カローラ福岡は、あなたにぴったりのお支払いプランをおすすめします。 対象車両 カローラ福岡取扱い車種 ※一部対象外となる車種がございます。詳しくはスタッフにおたずねください。

Photo：特別仕様車G-T “Mde-Nero Safety Plus Ⅱ”（2WD）

［ベース車両はG-T（2WD）］。

ボディカラーの特別設定色スパークリングブラックパール

クリスタルシャイン〈220〉は33,000円（消費税10%込み）

でメーカーオプション。　■写真は合成です。

Photo：特別仕様車S “ツーリングセレクション・Black Edition”（2WD）［ベース車両はS“ツーリングセレクション”（2WD）］。

ボディカラーの特別設定色プレシャスブラックパール〈219〉は55,000円（消費税10%込み）でメーカーオプション。

Photo：特別仕様車G“Safety Edition Ⅱ”（ハイブリッド車）［ベース車両はG（ハイブリッド車）］。

ボディカラーのグレイッシュブルー〈8W2〉は特別設定色。　■写真は合成です。

車両本体価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
残価52％（最終回お支払金額）

2,715,000円
550,000円

2,165,000円
1,411,800円

第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
お支払総額

14,292円×1回
12,300円×28回
100,000円×6回
2,920,492円

12,300
C-HRはS-T（1.2L・ガソリン車・６MT・２WD・5人乗り） 2,382,000円（消費税10％込み）から

金利《実質年率》3.9%・3年後の残価52%・36回払いの場合

月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合 ※その他諸費用は別途必要となります。

車両本体価格 2,715,000円＊

（消費税10％込み）

らくらくプランなら

C -HR  特別仕様車  
G-T“Mode -Ne r o  S a f e t y  P l u sⅡ”

（1.2L・ガソリン車・Super CVT-i・2WD・5人乗り）
［ベース車両はGｰT（1.2L・ガソリン車・Super CVT-i・2WD・5人乗り） ］

車両本体価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
残価42％（最終回お支払金額）

2,947,000円
800,000円

2,147,000円
1,237,740円

第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
お支払総額

19,563円×1回
17,300円×28回
100,000円×6回
3,141,703円

17,300
プリウスはE（ハイブリッド・1.8L＋モーター・2WD・5人乗り）2,597,000円（消費税10％込み）から

金利《実質年率》3.9%・3年後の残価42%・36回払いの場合

月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合 ※その他諸費用は別途必要となります。

車両本体価格 2,947,000円＊

（消費税10％込み）

らくらくプランなら

プリウス 特別仕様車  
S“ツーリングセレクション・B l a ck  E d i t i o n”

（ハイブリッド・1.8L＋モーター・2WD・5人乗り）
［ベース車両はS“ツーリングセレクション”（ハイブリッド1.8L＋モーター・２WD・5人乗り）］

車両本体価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
残価44％（最終回お支払金額）

2,517,000円
650,000円

1,867,000円
1，107,480円

第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
お支払総額

13,394円×1回
11,300円×28回
100,000円×6回
2,687,274円

11,300
シエンタはFUNBASE X（1.5L・ガソリン車・Super CVT-i・２WD・5人乗り）1,818,500円（消費税10％込み）から

金利《実質年率》3.9%・3年後の残価44%・36回払いの場合 

月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合 ※その他諸費用は別途必要となります。

車両本体価格 2,517,000円＊

（消費税10％込み）

らくらくプランなら

シエンタHYBRID特別仕様車
G“Safety Edit ion Ⅱ”

（ハイブリッド・1.5L＋モーター・2WD・7人乗り）
［ベース車両はG（ハイブリッド・1.5L＋モーター・2WD・7人乗り）］



北 九 州 本 店
黒 崎 店
古 賀 店
新 宮 店
香 椎 駅 前 店
松 島 店
志 免 店

北九州本店北九州本店北九州本店北九州本店

TEL:093-651-6181
TEL:093-641-6541
TEL:092-942-5221
TEL:092-963-4181
TEL:092-673-7166
TEL:092-611-3071
TEL:092-936-7111

東 那 珂 店
桧 原 店
井 尻 店
御 笠 川 店
本 店
西 新 店
福 重 店

TEL:092-472-2771
TEL:092-566-0091
TEL:092-591-1331
TEL:092-514-0255
TEL:092-733-8564
TEL:092-843-7311
TEL:092-882-1321

小 戸 店
糸 島 店
長 尾 店
春 日 店
太 宰 府 店
那 珂 川 店

TEL:092-891-1201
TEL:092-322-3661
TEL:092-801-6651
TEL:092-513-5151
TEL:092-924-3421
TEL:092-951-5286

原 田 駅 前 店
甘 木 店
久留米インター店
櫛 原 店
瀬 高 店
八女インター店

TEL:092-927-2020
TEL:0946-22-4611
TEL:0942-40-8899
TEL:0942-32-9831
TEL:0944-62-5231
TEL:0942-54-1281

北九州マイカー
セ ン タ ー
麦 野 マ イ カ ー
セ ン タ ー
G R G a r a g e
福 岡 空 港

柳 川 店
大 牟 田 店

TEL:0944-75-1410
TEL:0944-54-2251

TEL:093-651-0653

TEL:092-574-1531

TEL:092-452-8686

カローラ福岡  店長特選車！！

※走行距離は令和3年５月２８日時点のものです。※車両本体価格（消費税10%込み）は令和3年５月２８日現在のものです。※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。※リ済別…リサイクル預託金相当額が価格に含まれておりません。別途必要となります。
※フル装備（エアコン・パワステ・パワーウィンドウ）※整納込…納車時に定期点検整備を実施。整備費用は販売価格に含まれています。※お客様の要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。※「車検整備付」と表示されている車両の車検有効期限は切れてます。

※走行距離は切り上げて、1,000㎞単位で表示しております。売り切れや展示車両が多店舗へ移動している場合がございます。予めご了承ください。※カローラ福岡認定中古車PLUSにはロングラン保障1年が付きます。※その他詳細につきましては、営業スタッフにおたずねください。

ほかにもカローラ福岡認定中古車を多数取り揃えております。ほかにもカローラ福岡認定中古車を多数取り揃えております。 検索はこちらから

■ボディーカラー：パールホワイトⅢ
■年式：H29.6　
■検R4.6
■16,000㎞
・4人乗り・660cc・整納込・
リ済別・フル装備・予防安全装
置付・横滑防止装置・CD・
DVD・フルセグ・メモリーナ
ビ・スマートキー・イモビライ
ザー・ETC・バックモニター

ピクシスジョイ C G SAⅡ
車番末尾278
在庫店舗：北九州マイカーセンター

車両NO. 3362611

■ボディーカラー：ブライ
トシルバーM
■年式：H28.5　
■車検整備付
■35,000㎞
・4人乗り・660cc・整納込・
リ済別・フル装備・横滑防止
装置・CD・ワンセグ・メモ
リーナビ・キーレスエント
リー・ETC

消 費 税
10%込み

万円7070

タントL
車番末尾256

在庫店舗：新宮店
車両NO.7204980

C-HR G LEDエディション

■ボディーカラー：ブラッ
クマイカ■年式：H30.3
■車検整備付　■26,000㎞
・5人乗り・1,800㏄・ハイブ
リッド車・整納込・リ済別・フル
装備・予防安全装置付・横滑防
止装置・CD・DVD・フルセグ・
メモリーナビ・ドライブレコー
ダー・スマートキー・イモビラ
イザー・ETC・バックモニター

車番末尾206
在庫店舗：久留米インター店

車両NO. 2751800

■ボディーカラー：ホワイト
パールクリスタルシャイン
■年式：H31.1　
■検R4.1　■49,000㎞
・5人乗り・1,800cc・ハイブリッ
ド車・整納込・リ済別・フル装備・予
防安全装置付・横滑防止装置・CD・
ワンセグ・メモリーナビ・ドライブ
レコーダー・スマートキー・イモビ
ライザー・ETC・バックモニター

カローラスポーツ ハイブリッドG Z
車番末尾502

在庫店舗：福重店
車両NO. 3280525

■ボディーカラー：ブラッ
クマイカ■年式：H28.4
■車検整備付　■34,000㎞
・7人乗り・1,500cc・整納込・
リ済別・フル装備・横滑防止装
置・CD・ワンセグ・メモリーナ
ビ・ドライブレコーダー・両側
電動スライドドア・スマート
キー・イモビライザー・ETC・
バックモニター

シエンタ G
車番末尾463
在庫店舗：麦野マイカーセンター

車両NO. 6571032

■ボディーカラー：パール
ホワイトⅢ
■年式：H27.7　
■検R4.7■35,000㎞
・5人乗り・1,000cc・整納
込・リ済別・フル装備・横滑
防止装置・CD・スマート
キー・ドライブレコーダー・
イモビライザー・ETC

パッソ1.0X Lパッケージ
車番末尾731

在庫店舗：志免店
車両NO. 6403547

エアコン内部を超微粒子ミストで洗浄・除菌コーティング！

クイックエバポレータークリーナーV

空気を冷やすエバポレーター
高温・多湿な場所にあり、冷却時に出る結露水
からカビ・細菌類が非常に発生しやすく、ニオイ
の原因になります。

エアコン内部(エバポレーター)のウイルスを除去！
試験において99％の除去効果を確認。
すべてのウイルスを除去する訳ではありません。空間のウイルス除去は
できません。

エアコン内部洗浄
スカッと！！
エアコン内部洗浄
車内が安心・爽快・気持ちいい！

対象：中古車（除く届け出済み未使用車）をご購入のお客様
　　　　　　　　　　　　　　2021年6月9日（水）～6月３０日（水）迄
　　　　　　　　　

期間
限定

消臭・除菌・抗菌・ウイルス除去※１

※1：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター試験済み。

消 費 税
10%込み

万円210210消 費 税
10%込み

万円198198消 費 税
10%込み

万円130130消 費 税
10%込み

万円4545

消 費 税
10%込み

万円9090※車体の構造上、施工できない場合がございます。予めご了承ください。

Photo：HYBRID Z（2WD）。
ボディカラーのブラック〈202〉×アバンギャルドブロンズメタリック
〈4V8〉［2SQ］は55,000円（消費税10%込み）でメーカーオプ
ション。

Photo：特別仕様車 S“TYPE GOLDⅡ” （7人乗り・2WD）［ベース
車両はS（7人乗り・2WD）］。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉は33,000円
（消費税10%込み）でメーカーオプション。　■写真は合成です。

Photo：カスタムG（2WD）。
ボディカラーはブラックマイカメタリック〈X07〉。

開催
期間 6 12 27土 日

※6月14日（月）、21（月）は定休日となります。

バリ熱！！特選中古車P L U Sカローラ福岡

認定中古車

●T-Connectナビ 9インチモデル●前後ドライブレコーダー
　(i safe Simple5)

リアカメラ（液晶画面）フロントカメラ※ T-Connectナビキット
    装着イメージ

21,300月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合
※その他諸費用は別途必要となります。

らくらくプラン

金利 年後の残価 回払いの場合・ ・3.9 3% 55 36%《実質年率》

なら

合計販売価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
残価55％（最終回お支払金額）
お支払総額

4,413,800円
900,000円
3,513,800円
21,901円×1回
21,300円×28回
150,000円×6回
2,332,000円
4,750,301円

前後ドライブレコーダー　i safe Simple5
T-Connectナビキット

合計価格

●販売店装備オプション
60,500円
113,300円

173,800円

車両本体価格（消費税10％込み） 4，240,000円

4,413,800円※（工賃込み・消費税10％込み）合計販売
価　　格

アルファード特別仕様車
　S“TYPE GOLD Ⅱ” 

（2.5L・ガソリン車・Super CVT-i・2WD・7人乗り）

Photo：Z（2WD）。
ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×シャイニングホワイト
パール〈W25〉［XH3］は77,000円（消費税10％込み）でメーカー
オプション。

●T-Connectナビ 9インチモデル●前後ドライブレコーダー
　(i safe Simple5)

リアカメラ（液晶画面）フロントカメラ※ T-Connectナビ 9インチモデル
    装着イメージ

13,500月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合
※その他諸費用は別途必要となります。

らくらくプラン

金利 年後の残価 回払いの場合・ ・3.9 3% 51 36%《実質年率》

なら

合計販売価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
残価51％（最終回お支払金額）
お支払総額

2,374,600円
500,000円
1,874,600円
13,575円×1回
13,500円×28回
100,000円×6回
1,050,600円
2,542,175円

前後ドライブレコーダー　i safe Simple5
T-Connectナビ 9インチモデル

合計価格

●販売店装備オプション
58,300円
256,300円

31４,600円

車両本体価格（消費税10％込み） 2，060,000円

2,374,600円※（工賃込み・消費税10％込み）合計販売
価　　格

ライズ Z
（1.0L・ガソリン車・CVT・2WD・5人乗り）

●T-Connectナビ
    9インチモデル

Photo：特別仕様車 Adventure “OFFROAD package”［ベース
車両はAdventure］。
ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。■写真は合成です。

●T-Connectナビ 9インチモデル●前後ドライブレコーダー
　(i safe Simple5)

リアカメラ（液晶画面）フロントカメラ※ T-Connectナビキット
    装着イメージ

18,900月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合
※その他諸費用は別途必要となります。

らくらくプラン

金利 年後の残価 回払いの場合・ ・3.9 3% 54 36%《実質年率》

なら

合計販売価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
残価54％（最終回お支払金額）
お支払総額

3,636,000円
600,000円
3,036,000円
19,789円×1回
18,900円×28回
150,000円×6回
1,868,400円
3,917,389円

前後ドライブレコーダー　i safe Simple5
T-Connectナビキット

合計価格

●販売店装備オプション
62,700円
113,300円

176,000円

車両本体価格（消費税10％込み） 3，460,000円

3,636,000円※（工賃込み・消費税10％込み）合計販売
価　　格

RAV4 特別仕様車
Adventure “OFFROAD package”
（2.0L・ガソリン車・Direct shift- CVT・４WD・5人乗り）

●T-Connectナビ 9インチモデル●前後ドライブレコーダー
　(i safe Simple5)

リアカメラ（液晶画面）フロントカメラ※ T-Connectナビ 9インチモデル
    装着イメージ

13,100月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合
※その他諸費用は別途必要となります。

らくらくプラン

金利 年後の残価 回払いの場合・ ・3.9 3% 47 36%《実質年率》

なら

合計販売価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
残価47％（最終回お支払金額）
お支払総額

2,230,800円
500,000円
1,730,800円
14,769円×1回
13,100円×28回
100,000円×6回

899,580円
2,381,149円

前後ドライブレコーダー　i safe Simple5
T-Connectナビ 9インチモデル

合計価格

●販売店装備オプション
60,500円
256,300円

316,800円

車両本体価格（消費税10％込み） 1，914,000円

2,230,800円※（工賃込み・消費税10％込み）合計販売
価　　格

●T-Connectナビ
    9インチモデル

Photo：S（ガソリン・2WD）。
ボディカラーはダークブルーマイカ〈8X8〉。

●T-Connectナビ 9インチモデル●前後ドライブレコーダー
　(i safe Simple5)

リアカメラ（液晶画面）フロントカメラ※ T-Connectナビキット
    装着イメージ

15,400月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合
※その他諸費用は別途必要となります。

らくらくプラン

金利 年後の残価 回払いの場合・ ・3.9 3% 59 36%《実質年率》

なら

合計販売価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
残価59％（最終回お支払金額）
お支払総額

3,162,700円
600,000円
2,562,700円
16,897円×1回
15,400円×28回
100,000円×6回
1,764,100円
3,412,197円

前後ドライブレコーダー　i safe Simple5
T-Connectナビキット

合計価格

●販売店装備オプション
59,400円
113,300円

172,700円

車両本体価格（消費税10％込み） 2，990,000円

3,162,700円※（工賃込み・消費税10％込み）合計販売
価　　格

ハリアーS
(2.0L・ガソリン車・Super CVT-i・２WD・5人乗り）

●T-Connectナビ 9インチモデル●前後ドライブレコーダー
　(i safe Simple5)

リアカメラ（液晶画面）フロントカメラ

13,800月
々 円

※支払い開始月 令和3年8月の場合
※その他諸費用は別途必要となります。

らくらくプラン

金利 年後の残価 回払いの場合・ ・3.9 3% 41

 

36%《実質年率》

なら

合計販売価格（消費税10％込み）
頭金（下取車含む）
割賦元金
第1回目支払額
2回目以降支払額
ボーナス月（8・1月）
残価41％（最終回お支払金額）
お支払総額

前後ドライブレコーダー　i safe Simple5
T-Connectナビキット

合計価格

●販売店装備オプション
60,500円
113,300円

173,800円

車両本体価格（消費税10％込み） 2，324,000円

2,497,800円※（工賃込み・消費税10％込み）合計販売
価　　格

●T-Connectナビキット

※ T-Connectナビキット
    装着イメージ

ヤリス HYBRID Z
（ハイブリッド・1･5L＋モーター・2WD・5人乗り）

2,497,800円
700,000円
1,797,800円
15,983円×1回
13,800円×28回
100,000円×6回

952,840円
2,655,223円

ルーミー カスタム G
（1.0L・ガソリン車・CVT・2WD・5人乗り）

●T-Connectナビキット ●T-Connectナビキット ●T-Connectナビキット

COROLLA FUKUOKA SELECTION COROLLA FUKUOKA SELECTION COROLLA FUKUOKA SELECTION

COROLLA FUKUOKA SELECTIONCOROLLA FUKUOKA SELECTION COROLLA FUKUOKA SELECTION

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです

※車両本体価格（消費税10%込み）及び残価率は、‘21年6月現在のものです。 ■ 合計販売価格にはメーカーオプションの価格は含まれておりません。 ■ 価格はタイヤパンク応急修理キット付きの価格です。 ■ リサイクル料金、情報管理料金、資金管理料金は価格には含まれておりません。 
■ 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。 ■ ボティカラーは撮影、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。 ■ 詳しくはスタッフにおたずねください。

●掲載の車両は一例です。その他多数取り揃えております。


