
※ボディカラーはクリアベージュメタリック〈4Y3〉。

新型アクア 1.5 Z 2WD  
【ハイブリッド車】  電気式無段変速機

車両本体価格  2,400,000円（税込）

Z     2,598,000円
G     2,428,000円
X     2,288,000円
B     2,178,000円

Z     2,400,000円
G     2,230,000円
X     2,090,000円
B     1,980,000円

2WD E-Four

デビューフェアデビューフェア
トヨタカローラ新潟

ボディカラーはクリアベージュメタリック〈4Y3〉。
■写真は合成です。　

月々負担軽減

契約満了時は３つの選択肢

残価保証※1

■ 割賦元金 2,000,000円
■ ご購入時のお支払額（頭金） 400,000円
■ 初回お支払額 22,051円

■ 平月 18,000円×48回
■ ボーナス月（1月・7月） 80,000円×10回
■ 最終月（60回目）お支払い額 624,000円
■ お支払い総額 2,710,051円

令和3年10月からのお支払い例 実質年率4.6％

最終回（60回目）
お支払い金額

①カローラ新潟の新車にお乗り換えの場合 0円  ②車両ご返却の場合 0円 
③お買い取りいただく場合 624,000円

らくちんクレジット
〔残価設定型〕なら

月々

18,000円

1 2 3カローラ新潟で新しい
クルマにお乗り換え

※2 ※3

ご 返 却 お買い上げ
※4

月々のお支払いがラクになる

新型アクアが

18,000円月々 で乗れる！！

残価のお支払いは
3つのプランから選択!

※1. 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。 ※2※3.最終回のお支払いは不要ですが、その際の車両状態が事前に定められた規定外である場
合には、別途差額をいただきます。 ※4.「分割」でお支払いの場合、別途条件がございます。※契約の際、車両保険に加入されることをおすすめいたします。※最終回お支
払い金額は車種により異なります。※最終回お支払い金額は、走行距離や内外装の損傷等一定の条件がございます。詳しくはスタッフまでおたずねください。※メンテナ
ンスパックをご利用の上、最終回で①または②の場合、中途解約となりますので解約金を返金いたします。実質年率及び残価率は変わることがあります。

0120-308830
https://toyotacorolla-niigata.jp/

コロナ対策万全にして、おまちしております!

安心してご来店いただくために…

新潟市江南区下早通柳田2丁目2番15号

新潟亀田インター店 では

を展示しております。

新潟桜木店 では

を展示しております。

青山フォーラム店 では

を展示しております。

大形店 では

を展示しております。

新発田店 では

を展示しております。

中条店 では

を展示しております。

村上店 では

を展示しております。

巻店 では

を展示しております。

三条店 では

を展示しております。

五泉店 では

を展示しております。

佐渡店 では

を展示しております。

新潟市中央区和合町1丁目9番16号 新潟市西区青山231番地 新潟市東区豊1丁目13番49号 新発田市曽根字興野通530番地1

胎内市中条3385番地6 村上市上助渕1807番地1 新潟市西蒲区潟頭690番地 三条市下須頃210番地 五泉市船越字江中瀬３４番地１ 佐渡市貝塚1079番地1

クリアベージュメタリック〈4Y3〉 プラチナホワイトパールマイカ〈089〉※3 アーバンカーキ〈6X3〉 エモーショナルレッドII〈3U5〉※2アーバンカーキ〈6X3〉 ダークブルーマイカメタリック〈8W7〉 プラチナホワイトパールマイカ〈089〉※3

シルバーメタリック〈1F7〉 プラチナホワイトパールマイカ〈089〉※3 プラチナホワイトパールマイカ〈089〉※3 プラチナホワイトパールマイカ〈089〉※3 シルバーメタリック〈1F7〉ブラックマイカ〈209〉
本社／新潟市江南区下早通柳田2丁目2番15号
TEL025-212-3111（代）

新型

全店にて
展示中 !

AM9:00～PM5:30

新型アクアデビューフェア新型アクアデビューフェア

※7/26（月）は定休日です。

シルバーメタリック〈1F7〉※1エモーショナルレッドII〈3U5〉※1※2クリアベージュメタリック〈4Y3〉※1 ブラスゴールドメタリック〈5C2〉※1 アーバンカーキ〈6X3〉※1ダークブルーマイカメタリック〈8W7〉※1 ブラックマイカ〈209〉※1プラチナホワイトパールマイカ〈089〉※1※3

選べる8つのカラーバリエーション。

※展示状況が変更になる場合がございます。  ※2.はメーカーオプションカラー（55,000円）。  ※3.はメーカーオプションカラー（33,000円）。 

※1.写真はZ（2WD）。※対象グレードは、Z,G,X

THU SUN7/227/22 8/18/1

新型アクアに4WD「E-four」を新設定。
詳しくは裏面をご覧ください

各店舗ショールームではこちらの新型アクアが展示中!! ご来店お待ちしております。

新型アクア 1.5 X
2,288,000円

新型アクア 1.5 Z
2,400,000円

新型アクア 1.5 X
2,090,000円

新型アクア 1.5 G
2,428,000円

新型アクア 1.5 X
2,090,000円

新型アクア 1.5 Z
2,598,000円

新型アクア 1.5 X
2,090,000円

新型アクア 1.5 X
2,090,000円

新型アクア 1.5 G
2,428,000円

新型アクア 1.5 X
2,288,000円

新型アクア 1.5 Z
2,598,000円

新型アクア 1.5 X
2,090,000円

2WD

2WD

2WD 2WD4WD
「E-Four」

4WD
「E-Four」

4WD
「E-Four」

2WD2WD
4WD
「E-Four」

4WD
「E-Four」

4WD
「E-Four」



初 回 ２回目
4842 54 60

新車ご購入から２回目の車検までの整備をまるごとパック
新車ご購入から2回目の車検前までの整備をまるごとパック

新車ご購入から初回の車検までの整備をまるごとパック

どの時点からでもご加入頂けます
車検を含めた24ヶ月分の整備をまるごとパック 60

メンテナンスパック

メンテナンスパックメニュー

フェア期間中 おトク!な中古車が 簡単に探せます !

スマホで
QR コードから

アクセス !

あなたに
ピッタリな

　　　
見つかります !

中古車

新型アクアの場合

詳しくはスタッフまでおたずねください。

54
メンテナンスパック

36
メンテナンスパック

24
メンテナンスパック

当社通常価格 126,368円
パック料金 85,250円
41,118円 おトク!

当社通常価格 102,377円
パック料金 72,600円
29,777円 おトク!

■車両本体価格は、オプション価格、取付費は含まれていません。■保険料、税金（消費税を除く）、登録料などの諸費用は含まれておりません。■価格は消費税込（10％）の価格です。■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。また、実車においても
ご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。■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。■掲載の内容は令和3年7月現在のものです。■詳しくはスタッフにおたずねください。

★1.WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、
信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ★ 2.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や
運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率が異なります。

アクセルペダルで加減速を
コントロール

ドライブモードスイッチ 
（「POWER＋」モード）

PICK
UP!

ドライブモードスイッチで「POWER＋」モードを選ぶと、加速の力強さが増
すとともに、アクセルオフの減速度が強くなり、アクセルペダルだけで加減
速の調整が自在に。ペダル踏み替えの頻度が減り、ドライブがより快適に楽
しめます。下り坂でも減速感があり、車速の増加を抑制してくれるので安心
です。

［Z、G、Xに標準装備］

＊1「POWER＋」モードを採用、2021年7月現在。 

トヨタハイブリッド初＊1

ドライブモードスイッチ

トヨタ全車種取扱い
トヨタの全車種お任せ下さい！

※一部取り扱いのない車種がございます。

当社通常価格 87,406円
パック料金62,150円
25,256円 おトク!

当社通常価格 189,783円
パック料金 124,300円
65,483円 おトク!

POINT

01
＊1

   新開発
“バイポーラ型ニッケル水素電池”
を世界で初めて車載電池で搭載。

高出力と低燃費を両立。アクセルを踏んだ
瞬間から、レスポンス良くスムーズに加速
します。しかも、市街地を走っても多くの
シーンで、モーターだけでの走行が可能。
（EV走行可能速度域も

約40km/hまで拡大。）

低速でも静かで
上質なドライブ
が楽しめます。 

Photo：Z（2WD）。ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉。195/ 55R16
タイヤ＆16×6Jアルミホイールはメーカーオプション。ブラインドスポット
モニター＋パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）とトヨタ チームメ
イト［アドバンスト パーク（パノラミックビューモニター〈シースルービュー機
能〉付）］＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）とカラーヘッドアップ
ディスプレイはセットでメーカーオプション。■写真は合成です。

＊1. バイポーラ型ニッケル水素電池を世界で初めて車載電池として採用。
2021年7月現在、トヨタ自動車（株）調べ。Bグレードはリチウムイオン電池と
なります。

 燃料消費率 （国土交通省審査値）

33.6 km/L
★2★1

（Z,G）2WD

POINT

02 使いやすく上質、
やさしさがちりばめられた
新空間。

Photo（上・下）：ブラインドスポットモニター＋パーキングサポートブレーキ（後方
接近車両）とトヨタ チームメイト［アドバンスト パーク（パノラミックビューモニ
ター〈シースルービュー機能〉付）］＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）
とカラーヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。合成皮革パッ
ケージ（内装色はCOZY［ブラック×ダークネイビー］）はメーカーパッケージオプ
ション。TV（フルセグ）はオプションサービス。T-Connectナビキットは販売店装
着オプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の
走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■写真のス
マートフォンとUSBケーブルは撮影のために用意したものです。装備には含まれ
ません。 ■写真は合成です。 

洗練された質感の高いインテリア。
さらに、後席でもゆったり快適な
座り心地を実現。

Photo：Z（2WD）。ボディカラーはクリアベージュメタリック〈4Y3〉。

Photo：Z（2WD）。ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉。

POINT

03 新型アクアに雪道も安心な
4WD「E-four」を新設定。

発進時や雪道などの滑りやすい路面で、
安定した走行をアシスト。

E-Four（電気式4WDシステム） 前後輪トルク配分イメージ　E-Fourは、
機械式4WDとは機構および性能が異なります。さまざまな走行状態に応
じてFF（前輪駆動）走行状態から4WD（4輪駆動）走行状態まで自動的に
制御し、安定した操縦性・走行の安定性および燃費の向上に寄与するもの
です。■路面の状況、勾配、高速等の走行環境によってはガソリン4WD車
に比べ、十分な駆動力が得られない場合があります。

前後輪トルク配分イメージ ━
 

 

： 後輪トルクイメージ

発進時
〈4WD〉

減速時
〈2WD〉

定常走行
〈2WD〉

雪路など走行時
〈2WD→4WD〉

後輪へトルクを
配分して、通常
の道では発進
性をアシスト。
滑りやすい道で
はタイヤのスリ
ップ量や坂道に
応じて最適なト
ルクを配分し、
安定した発進を
サポート。

定常走行時
は、賢く制御
して2WD
に切り替え。
燃費にも貢
献。

減速時は2Ｗ
Ｄへ切り替
え。フロント
ユニットで効
率よくエネル
ギーを回生
します。

スリップを検知
すると、スムー
ズに4WDへ切
り替え。

★2★1

 燃料消費率
（国土交通省審査値）

30.0 km/L E-Four （Z,G,X）

POINT

04 先進のトヨタ安全機能で
家族も安心。

安全・安心ドライブの先にある
新しい快適さ。

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］検知機能付
衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）　■直進時の車
両・歩行者検知機能　■写真は作動イメージです。　■写真のカメラ・
レーダーの検知範囲はイメージです。　■道路状況、交差点の形状、車両
状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突
の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書
をご覧ください。　■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する
機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してく
ださい。

 

ブザー音

ブレーキ

新型アクアは
新しい魅力がたくさん！

Photo：アクア Z（2WD）。
ボディカラーはクリアベージュメタリック〈4Y3〉。 ■写真は合成です。

ブザー音

ブレーキ

［夜間の前方車両はもちろん歩行者も検知。］

［昼間は前方車両、歩行者、自転車運転者も検知。］

4WDでもこの燃費!


