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トヨタカローラ福岡㈱ 北九州本店
北九州市小倉北区上到津3-5-2 TEL：093-651-6181

トヨタカローラ福岡㈱ 北九州マイカーセンター
北九州市小倉北区上到津3-6-3 TEL：093-651-0653

サクソフォーン

寺田幸司
Koji Terada

3/ (sat)・ (sun)マリンバ

木下昌子
Shoko Kinoshita

in北九州本店

⇦イベント会場はこちらです

ともに北九州市出身。マリンバとサクソフォーンによるデュオ【マリンバックス】として
九州を中心にコンサートやイベントでの演奏等々で活躍中。

※弊社では左記の新型コロナウイルス感染予防対策を行っております。
また、演奏中は飛沫拡散防止のため、フェイスシールドを着用致します。
コロナウイルスの状況によりイベント内容が変更・中止となる場合が
ごさいますので予めご了承ください。
お客様におかれましても、マスクの着用、手指消毒へのご協力を
何卒宜しくお願い致します。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。

～マリンバの優しい音色とサクソフォーンの豊かな音色の織りなす心温まる癒しのひととき～



※期間中、１組様１セットとなります。

無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※写真はイメージです

詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

※リース、法人契約は除きます。



３/６(土)‣14(日)

８(月)９(火)は定休日となります 

トヨタカローラ福岡（株）

オリジナルクッキー
(おひとり様１個・なくなり次第終了) 

久原醤油 
だしセット 

志免店 
限定！ 

車検がお近づきのお客様！ 
そろそろお買い替えを検討のお客様！ 

今がチャンスです！！ 
この機会をお見逃しなく・・・ 

商品には数に限りが 
ございますので 
ご了承ください。 
尚、店内でのお食事は 
ご遠慮いただきますよう 
お願いいたします。 

円 

（消費税・取り付け工賃込み） 

メーカー小売希望価格

66,220円を

～6,820円おトク！～ 

59,400 



石窯パン工房童夢の森

各日限定６０個

なくなり次第終了とさせていただきます。

お１組様１個まで

似顔絵師 しろこによる

時間帯によってお時間を頂く場合がございますので

事前にスタッフまたはお電話にてご予約ください。
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�812-0892

☎092-472-2771

なくなり次第終了とさせていただきます。

※イラストはイメージです

お１組様１点限り。

無料でお渡しいたします。
画像は

イメージです。

画像はイメージです。

10:00～１７:30

お1人様１回のチャレンジです。※なくなり次第終了とさせていただきます

東那珂店
�812-0892

法人・リース契約のお客様は対象外とさせていただきます。商品は後日発送となります。画像はイメージです



トヨタカローラ福岡株式会社

桧原店 
福岡市南区桧原3丁目22番24号 

☎ 092-566-0091

ＵＲＬ：http://www.corolla-fukuoka.net



トヨタ在庫車※一掃フェアー

カローラ福岡
井尻店 限定

ドライブレコーダー

大特価セール同時開催
通常価格￥57,310（工賃・消費税込）→セール価格￥50,000（工賃・消費税込）
その他各種取り揃えておりますので、ご来店時にスタッフまでお尋ねください。

㈱コムテック社製

品番（代表）ＡＧ421－ＤＲＣ

TV番組の
『アサデス』
『華丸大吉のなんしよーと』
『サワダデース』で紹介された

ばいくん酢無添加ドレッシングセットをプレゼント

今、平尾で大人気

�������� 	
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ドーナツ※をプレゼント

純正ハロゲンヘッドランプ用ＬＥＤバルブ交換工賃無料
通常工賃 ￥３，３００ → セール価格￥０

例）ｱｸｱLEDヘッドランプ 31,600円（税込み）
取り付け対象車種はスタッフにお尋ねください。

ガチャポンくじで素敵な商品を当てよう。

※：在庫車は車種により異なります。スタッフにお問い合わせください。

ご来店のお子様には

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。予めご了承下さい。



  プロの目で 

しっかりチェック！ 

  新生活前に 

  車の点検 

 いかがですか⁉ 

3/20・21・27・28 

の期間中に 

お車をご成約された方に 

プレゼント♪ 

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦下さい。 ※数に限りがございます。品切れの際はご容赦下さい。 

大野ジョー ＲＯＣＫ 

※お一組様お一つとなります。 

大野ジョー 

ハッピーリング 

菓子工房 Ｌｅ Ｂｏｎｈｅｕｒ  バニラの実 白木原本店 

 お車の

で行います！！ 無料 

〒816-0912 
福岡県大野城市御笠川１丁目１４－１ 

営業時間 １０：００～１８：００ 

ＴＥＬ ０９２－５１４－０２５５ 

        

トヨタカローラ福岡株式会社 御笠川店 

        

日本最古の朝鮮式山城「大野城」の 

石垣をモチーフにした 

アーモンドが丸ごと入ったクッキー。 
幸せの輪つながるハッピースイーツ。 

ご縁・円満・金運・笑顔を呼ぶリング。 

※詳しくはスタッフまで 



６ｓｔｕ ７ｓｕｎ

4月から新入生・新社会人になる方！！
是非この機会にトヨタで
ａｕ携帯にしませんか？

店長 特選車

トヨタだけの施策
29歳以下の方新規ご契約で
機種代22,000円値引き
割引には各種条件がございます。
詳しくはスタッフへお問い合わせください

ご来場プレゼント
クレープ

おクルマご成約で
有名ショップの
焼き菓子プレゼント



ノア 特別仕様車 si “WXBⅡ”
車両本体価格 2,940,300円（消費税10％込み）

ノアはX（2WD・8人乗り） 2,556,400円（消費税10％込み）から

らくらくプランなら

月々 18,500円

車両本体価格（消費税10％込み） 2,940,300円
頭金（下取車含む） 340,300円
割賦元金 2,600,000円
第1回目支払額 19,058円×1回
2回目支払額 18,500円×48回
ボーナス月（8･1月） 100,000円×10回
残価36％（最終回お支払い金額） 1,058,500円
お支払総額 3,305,858円

金利（実質年率）3.9%・
5年後の残価36%・60回払い

＊支払い開始月 令和3年4月の場合
＊その他諸費用は別途必要となります

カローラツーリング HYBRID WXB

車両本体価格 2,799,500円（消費税10％込み）

カローラツーリングはG-X（1.8L・CVT/ガソリン車）2,013,000円（消費税10％込み）から

らくらくプランなら

月々16,500円

車両本体価格（消費税10％込み） 2,799,500円
頭金（下取車含む） 399,500円
割賦元金 2,400,000円
第1回支払額 16,968円×1回
2回目以降支払額 16,500円×48回
ボーナス月（8･1月） 100,000回×10回
残価33%（最終回お支払い金額） 923,830円
お支払総額 3,132,298円

金利（実質年率）3.9%・
5年後の残価33%・60回払い

＊支払い開始月 令和3年4月の場合
＊その他諸費用は別途必要となります



バッテリー体力チェック！ 

寒い冬を乗り越えたバッテリー、これから夏に向けて元気具合を 
チェックしませんか？バッテリーチェックは無料でできます！ 

交換いただいた方にはサイコロチャレンジ⁉ 
           出た目の数だけお菓子をプレゼント 

まだ間に合う!!『決算』店長特選車! 

車種,色,装備等限りがあり
ますが、お気に入りの1台
が見つかるかも!? 

詳しくは、 
 お問い合わせ下さい!! 

ご成約プレゼント ※期間中の新車・中古車ご成約 

天神の名物屋台 
   「小金ちゃん」 
 焼きラーメンセットプレゼント！ 

ごらいてんのおこさまには 
   ガチャガチャチャレンジ!? 
  なにがあたるかはおたのしみ♪ 

ご来場プレゼント 

令和3年3月2日～令和3年3月31日 

サイズにより 
価格は変わります 
お問合せ下さい！ 
 



特選車は一例です。その他多数取り揃えております。

ご来場・お子様
ガラポン大抽選会

査定or試乗or

証券診断

除菌ウェットティッシュ

or

エコバック

プレゼント

ご成約プレゼント

オリジナルステーキソース

昔ながらのドレッシング

セット

プレゼント

景品や、商品は十分な量をご準備しておりますが、数に限りがございます。品切れの際はご了承ください

大人はお一組様一回
お子様にはおひとり様一回

大人とお子様は景品が違います

ムッシュさかい様



★先進の安全装備付き試乗車も多数ご用意しております★

ドライブレコーダー

似顔絵イベント

人気イラストレーターさんによる
似顔絵をプレゼント！！

※受付時間10：00～16:00(12:00～13:00は休憩)
混雑時はご予約を優先させていただきます。
事前のご予約をお願いいたします。

※数に限りがございます。
無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

ＪＡＦ オリジナル
ビーズストラップ
も作っちゃお♪

※お一人様おひとつとなります。
無くなり次第終了とさせて頂きます。

ご来場プレゼント

JAFオリジナル
ビーズストラップ

お１組様につきおひとつ
マルタイ棒ラーメンプレゼント

あなたの愛車に
ドライブレコーダーはいかがですか？
糸島店では、多数取り揃えております。
お気軽にご相談ください♪

※写真の色、グレードは
現車と異なる場合もございますので
事前に店舗へご確認ください。

※詳しくはスタッフまでお尋ねください！



長尾店 決算 大感謝祭 

3/6(土)→14(日) 

えらべる！ご成約プレゼント 

ご来店プレゼント 

・ドレッシングセット 
・無添加石けんセット 

・除菌シート 
・おかしのつめ合わせ 

※3/8㈪,9㈫は店休日となります。 

どちらかおひとつ 
プレゼント！ 

お子様連れのお客様 
お1人におひとつさしあげます♪ 
 

※1組様おひとつとさせて頂きます。 
  数に限りがございますので品切れの際はご容赦下さい。 

店長特選車  
たくさんご用意しております！ 
              ※詳しくはスタッフへおたずね下さい。 







那珂川店 決算!! 

2020年12月にオープンして初めての決算イベント♪ 
感謝をこめて、お待ちしております！ 

～「かじわら米」のご紹介～ 
 

豊かな水と緑に囲まれた那珂川市にて、 
その郷土を愛する農家の方が 

「環境と安全」にこだわりを持って、 
育て上げられたお米です。 

 
当店店長が、農家の方に会いに行き、 

地域密着ギフトとして 
使わせていただけるようになった 

自慢の一品です♪ 

 

おひとり様 １枚と 
させていただきます。 
数に限りがございます。 
ご了承ください。 

おひと組様 １セットと 
させていただきます。 
数に限りがございます。 
ご了承ください。 

8(月).9(火).15（月）.22(月).29(月)は定休日です 

おたのしみに♪ 
※リース購入は除きます。ご了承ください。 







その他多数取り揃えております。詳しくはスタッフまでおたずねください！

久留米インター店
久留米市御井町１７４３－１ ☎０９４２－４０－８８９９

燃料電池自動車（水素）
試乗予約承ります！



櫛原店 

火 日 

決 算 

※①～④のいづれかをご来場お1組様にお１つとさせていただきます。 
※品切れの場合はご容赦下さい。 

土 日 土 日 

※下記のいづれかの場合に穀物屋森光および高砂屋にてご利用いただけます商品券をお渡しいたします。 

で で 

※令和3年2月23日～3月14日までの期間に当店にて車検分解見積をいただいたお客様が対象となります。 ※令和3年3月2日～3月31日までの期間に当店にてタイヤ交換をいただいたお客様が対象となります。タイヤ4本交換の場合は2枚になります。 

カローラ福岡 櫛原店は久留米の企業様を応援します！ 

※そら豆2袋(粉ふき黒糖そら豆・粉ふき生姜そら豆)、ビスコッティ、二十八穀、カリカリきなこ 
  の詰め合わせセットになります。 

3/8(月)、3/9(火)は定休日となります 

櫛原店 
〒830-0003 
久留米市東櫛原町930-1 TEL：0942-32-9831 



ホワイトパール 
クリスタルシャイン 

ホワイトパール 
クリスタルシャイン 

ホワイトパール 
クリスタルシャイン 

ブラックマイカ ダークブルーマイカ 
ホワイトパール 
クリスタルシャイン 

ホワイトパール 
クリスタルシャイン 





● 小戸店
    3月6日(土)・7日(日)

小戸店 25周年 感謝祭

● 太宰府店
    3月13日(土)・14日(日)
 愛と感謝のホワイトデー 
 ～大切なあなたへ～

＊イベント詳細は各店舗までお問合せ下さい。
＊イベント内容は変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
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