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安 心

U-Car
ハイブリッド保証

3つの安心

U-Carもハイブリッドはトヨタで全てのU-Car（中古車）に1年間（走行距離無制限）の無料保証がついています。

全メーカー
車買取り！ 高額査定！ 全国に

ネットワーク展開！

カローラは高く買い取ります！

※エンジン・トランスミッションをはじめすべての機能部品が保証対象です。

ロングラン保証α
大きな安心 1年間走行距離無制限

・ ・ ・

※ボディ内外装部品・塗料・錆消耗部品・油脂類は除きます。

無料保証期間1年に安心をプラスする1年
または2年の〈ロングラン保証α〉延長保証
がお選びいただけます。もちろん走行距離
無制限です。

選ベる延長保証をご用意

全国約５,０００カ所のトヨタテクノショップで保証修理が
受けられるオールトヨタのU-Carネットワーク保証です。

約６０項目、５，０００部品が保証対象
走行距離無制限の1年間無料保証

※ロングラン保証をお付けできないクルマもございます。
※詳しくはスタッフにお尋ねください。

は T-Value ハイブリッド対象車です。はT-Value対象車、

装備略称
保有 基本保証1年間（走行距離制限なし）修無 修復歴なし
整含 AT：オートマチック車

MT：マニュアル車

12ヶ月点検相当の整備を納車時に実施。費用は表示価格に含む。
リ済別 リサイクル料金は預託済ですが価格に含まれていないため、

預託金相当が別途必要となります。

レンタカー レンタカー使用車

●税金（消費税を除く）・保険・登録・諸費用は別途申し受けます。
●表示価格には消費税・12ヶ月点検相当の整備費用が含まれております。
●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。
● 000 3ケタの数字は車台番号の下3ケタです。 
●アウトレット車は外装の仕上げを抑え、低価格に設定したお得な車両です。
全車クリーニング済で1年間走行距離無制限のロングラン保証付きです。　

※掲載する車両について、自動車公正取引協議会の定める修復歴（車両の骨格にあたる
　修正または交換歴）有無について、表示しています。

トヨタカローラ新潟トヨタカローラ新潟 秋のイチオシ!特選U-Carフェア
新潟

新潟市江南区下早通柳田2丁目2番12号
☎ 025-212-6111

80台
新発田市曽根字興野通530番地1
☎ 0254-27-2100

H24年式／検H31.3／走行距離10千km
ムーブ カスタム RS

102万円 105万円

◎ＭＤチューナー　
ＨＩＤランプ

◎５人乗り ◎ＤＶＤナビ　
◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎デュアルパワースライドドア　
◎ＨＩＤランプ

5ドア、AT、660cc、
シルバー、車台№598、
リ済別、整含、保有、修無　

H26年式／検H31.7／走行距離19千km
ヴィッツ ジュエラ

◎メモリーナビ　
◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター

5ドア、AT、1300cc、
ダークレッド、
車台№403、
リ済別、整含、保有、修無　

H26年式／検H32.7／走行距離54千km ◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎フルエアロ

5ドア、AT、1500cc、
ブラック、車台№393、
リ済別、整含、保有、修無

個性的スタイルが◎！室内も広々快適♪

H24年式／検H31.3／走行距離17千km
プリウス G

148.9万円109.8万円

254.8万円 294.8万円 295.8万円

◎メモリーナビ　
◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎パワーシート　
◎クルーズコントロール　
5ドア、AT、1800cc、
ブラック、車台№999、
リ済別、整含、保有、修無　

H29年式／検H32.11／走行距離6千km
C-HR G-T

253万円

◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎ＬＥＤランプ

5ドア、AT、1200cc、
パール、車台№426、
リ済別、整含、保有、修無　

H26年式／車検整備付／走行距離28千km
エスティマ ハイブリッド アエラス

◎８人乗り　
◎デュアルパワースライドドア　
◎パワーシート　
◎クルーズコントロール　
◎ＨＩＤランプ

H28年式／検H31.4／走行距離41千km
エスクァイア ハイブリッド Giブラックテーラード

◎7人乗り ◎ＣＤチューナー　
◎デュアルパワースライドドア　
◎ＬＥＤランプ　
◎クルーズコントロール　
◎ＥＴＣ
5ドア、AT、1800cc、
ブラック、車台№878、
リ済別、整含、保有、修無

5ドア、AT、2400cc、
パール、車台№696、
リ済別、整含、保有、修無

127.8万円

4WD

4WD

H28年式／車検整備付／走行距離40千km
アクア S スタイルブラック

5ドア、AT、1500cc、
ダークブルー、車台№365、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

H25年式／車検整備付／走行距離63千km
プリウス S ツーリングセレクション

◎ＣＤチューナー　
◎ＬＥＤランプ　
◎ＥＴＣ

5ドア、AT、1800cc、
パール、車台№260、
リ済別、整含、保有、修無　

H22年式／検H31.6／走行距離50千km

ヴォクシー トランス-X

193万円

5ドア、AT、2000cc、
シルバー、車台№277、
リ済別、整含、保有、修無　

H27年式／検H32.3／走行距離38千km
ノア X

◎７人乗り　
◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎助手席側パワースライドドア　
◎ＨＩＤランプ
5ドア、AT、2000cc、
シルバー、車台№873、
リ済別、整含、保有、修無

118万円 139万円

319万円

H25年式／車検整備付／走行距離60千km
アルファード ハイブリッド SR Cパッケージ

◎７人乗り  ◎HDDナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎デュアルパワースライドドア　
◎レザーシート
5ドア、AT、2400cc、
パープル、車台№298、
リ済別、整含、保有、修無

4WD

4WD

4WD

N-WGN カスタムG Aパッケージ
H26年式／検H31.9／走行距離53千km

5ドア、AT、660cc、
ブラック、車台№597、
リ済別、整含、保有、修無

カローラアクシオ X
H27年式／車検整備付／走行距離26千km

◎メモリーナビ　
◎テレビ（ワンセグ）　
◎ＥＴＣ
5ドア、AT、1500cc、
パール、車台№180、
リ済別、整含、保有、修無

ヴィッツ ハイブリッド F
H29年式／車検整備付／走行距離35千km

◎メモリーナビ ◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎ＥＴＣ
5ドア、AT、1500cc、
パール、車台№929、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

アクア G G’s
H27年式／車検整備付／走行距離51千km

◎メモリーナビ ◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター 
◎ＬＥＤランプ
◎クルーズコントロール

ヴィッツ F リミテッドⅡ
H21年式／車検整備付／走行距離61千km

◎HDDナビ  ◎テレビ（ワンセグ）　
◎ＨＩＤランプ　ＥＴＣ

5ドア、AT、1000cc、
シルバー、車台№096、
リ済別、整含、保有、修無

MRワゴン X
H26年式／車検整備付／走行距離29千km

◎メモリーナビ  ◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎ＥＴＣ
5ドア、AT、660cc、
ライトグリーン、車台№633、
リ済別、整含、保有、修無

5ドア、AT、1500cc、
ブラック、車台№185、
リ済別、整含、保有、修無

三条店三条店三条店三条店
三条市下須頃210番地 ☎0256-34-3711

巻　店巻　店巻　店巻　店
新潟市西蒲区潟頭690番地 ☎0256-72-6101

佐渡店佐渡店佐渡店佐渡店
佐渡市貝塚1079番地1 ☎0259-63-4500

N-ONE G Lパッケージ
H25年式／車検整備付／走行距離21千km

◎ＣＤチューナー　
◎バックモニター　
◎ＨＩＤランプ　◎ＥＴＣ
5ドア、AT、660cc、
シルバー、車台№218、
リ済別、整含、保有、修無

ラクティス X
H27年式／車検整備付／走行距離48千km

◎メモリーナビ  ◎バックモニター　
◎ＥＴＣ
5ドア、AT、1300cc、
ブラック、車台№492、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

パッソ X-Lパッケージ S
H28年式／車検整備付／走行距離34千km

◎メモリーナビ  ◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター  ◎ＥＴＣ
5ドア、AT、1000cc、
プラムブラウン、車台№628、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

ヴィッツ F
H27年式／車検整備付／走行距離37千km

5ドア、AT、1000cc、
ライトブルー、車台№069、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

タント カスタムX
H26年式／検H31.7／走行距離46千km

◎メモリーナビ ◎テレビ（フルセグ） ◎バックモニター
◎デュアルパワースライドドア　
◎ＬＥＤランプ
5ドア、AT、660cc、
ワインレッド、車台№017、
リ済別、整含、保有、修無

カローラ新潟  U-Car 検索検索 ⬆

「トヨタカローラ新潟＆カーロッツ新潟
U-Carの在庫」をスマホ・ケータイ
からチェック！

⬅左記QRコードから簡単アクセス

トヨタカローラ新潟中古車情報
GAZOO.com

10月16日現在の在庫車の一例
※チラシ掲載車両は10月16日現在の在庫車
　です。チラシに掲載されている車両が売り切
　れの際はご容赦ください。
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土
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ターボ搭載のパワフルグレード♪ 乗りやすい！コンパクトカーの優等生♪

あらゆるシーンで大活躍のコンパクトＳＵＶ♪ ワンランク上の装備が嬉しい特別仕様車♪

装備充実の上級グレード！人気のボディーカラー♪

スタイリッシュなスタイルと走りの良さが◎♪

乗ってからも心配ご無用！安心のＨＶ保証付♪ 衝突回避支援パッケージ「トヨタセーフティセンス」付♪ 広いラゲージを備えた５人乗り仕様♪

日本の道路環境にジャストフィット！乗りやすい♪ 装備充実の上級ＨＶミニバン♪所有の満足感◎♪

◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎トヨタセーフティセンス ◎ＥＴＣ

4WD

4WD

圧倒的な存在感を放つカスタムグレード♪ 悪路も安心の４ＷＤ！居住性も◎♪ 待望の入荷です！早い者勝ち♪ 専用装備を装着したスペシャルな１台♪

トヨタ車以外も安心のロングラン保証付♪ コンパクトサイズなので乗りやすさ抜群です♪ 運転しやすい！コンパクトカーの優等生♪ 毎日の暮らしにちょうど良い背高軽ワゴン♪あらゆるシーンで大活躍のコンパクトカー♪

買ってからも安心のロングラン保証付♪ あらゆるシーンで大活躍の軽ワゴン♪

4WD

ルクラ カスタム Rリミテッド
H25年式／車検整備付／走行距離33千km

◎メモリーナビ  ◎テレビ（フルセグ）
◎バックモニター
◎ＨＩＤランプ  ◎ＥＴＣ

5ドア、AT、660cc、
ダークブルー、車台№728、
リ済別、整含、保有、修無

装備充実の４ＷＤ軽ハイトワゴン♪

84.9万円

39.8万円

91.8万円

94.8万円

99.8万円

44.8万円

113.9万円

114.9万円

◎メモリーナビ  ◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター  ◎ＥＴＣ

bB Z 煌

H26年式／検H31.6／走行距離8千km
ハリアー ハイブリッド プレミアム アドバンストパッケージ

◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎パワーシート　
◎ＬＥＤランプ
5ドア、AT、2500cc、
パール、車台№169、
リ済別、整含、保有、修無

圧倒的な低燃費が嬉しい上級ハイブリッドＳＵＶ♪

ekワゴン M
H26年式／検H31.3／走行距離24千km

◎ＣＤチューナー

5ドア、AT、660cc、
ブルー、車台№451、
リ済別、整含、保有、修無

アウトレット

普段使いに便利な良い軽ワゴン♪

69.8万円 79.8万円 99.8万円

H27年式／車検整備付／走行距離41千km
ノア Si

◎７人乗り 
◎メモリーナビ
◎テレビ（フルセグ）
◎バックモニター
◎助手席側パワースライドドア
◎ＬＥＤランプ
5ドア、AT、2000cc、
ブラック、車台№216、
リ済別、整含、保有、修無

スポーティでアグレッシブなエアロ付グレード♪

◎メモリーナビ ◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎ＨＩＤランプ ◎ＥＴＣ

パッソ X Gパッケージ
H26年式／検H31.9／走行距離28千km

5ドア、AT、1000cc、
ライトパープル、
車台№352、
リ済別、整含、保有、修無

街乗りで楽チン！コンパクトカー♪
◎ＨＩＤランプ

5店舗同時開催!!5店舗同時開催!!
弊社総在庫300台の中から特選車をピックアップ♪ U-CARを熟知したスタッフが皆様のご来店をお待ちしております♪

展示台数

70台展示台数

15台展示台数

15台展示台数

20台展示台数

カーロッツ
新潟

至新発田→

イオン新発田
ショッピングセンター

←
至
新
潟

172万円138万円

H28年式／車検整備付／走行距離40千km
ヴィッツ F LEDエディション

5ドア、AT、1300cc、
シルバー、車台№411、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

悪路も安心の４ＷＤコンパクト♪

◎メモリーナビ　
◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎ＬＥＤランプ　
◎ＥＴＣ

H28年式／車検整備付／走行距離26千km
ルーミー X S

◎メモリーナビ　
◎テレビ（ワンセグ）　
◎バックモニター　
◎助手席側パワースライドドア　
◎ＥＴＣ
5ドア、AT、1000cc、
シルバー、車台№677、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

広々とした室内空間が魅力の背高ワゴン♪

パッソ X
H22年式／車検整備付／走行距離72千km

◎HDDナビ  ◎テレビ（ワンセグ）　
◎ETC

5ドア、AT、1000cc、
シルバー、車台№065、
リ済別、整含、保有、修無

乗ってからも安心のロングラン保証付♪

122.8万円 149.8万円

H26年式／車検整備付／走行距離55千km
86 GTリミテッド

◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎ＨＩＤランプ　◎ＥＴＣ　
6MT、AT、2000cc、
パール、車台№045、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー　

走りの良さが魅力のＦＲスポーツカー♪ 194.8万円 379.8万円

76.8万円

103万円

カ ローラ 新 潟 に あなた の 1 台 が ある 。

ブザー音

ブレーキ !

C O R O L L A  N I I G A T A  L I N E  U P

■価格は消費税8％込み＜'18年10月現在のもの＞です。 ■価格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。 ■価格にはオプション価格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。 ■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。特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は青、緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強い
ボディカラーです。 ■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。 ■掲載の内容は平成30年10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。

 ノアは X（ガソリン車・8人乗り・2WD）　
車両本体価格（税込）2,466,720円 からご用意しております。

ルーミーは  X（ガソリン車・2WD）　
車両本体価格（税込）1,463,400円 からご用意しております。

プリウスは E（ハイブリッド車・2WD）　
車両本体価格（税込）2,429,018円 からご用意しております。

アクアは L（ハイブリッド車・2WD）　
車両本体価格（税込）1,785,240円 からご用意しております。

C-HRはS（ガソリン車・2WD）　
車両本体価格（税込）2,290,000円 からご用意しております。

カローラフィールダーは 1.5X ビジネスパッケージ（ガソリン車・2WD・5MT）　
車両本体価格（税込）1,641,600円 からご用意しております。

カムリは X（ハイブリッド車・2WD）　
車両本体価格（税込）3,298,320円 からご用意しております。

ピクシスエポックは L（2WD）　
車両本体価格（税込）874,800円 からご用意しております。

越後線 リオン
ドール367.8万円

H26年式／検H31.7／走行距離24千km
クラウン ハイブリッド アスリートS Four

◎HDDナビ 
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター 
◎サンルーフ ◎パワーシート　
◎クルーズコントロール
4ドア、AT、2500cc、
パール、車台№585、
リ済別、整含、保有、修無

4WD

優れた環境性能を備えた高級HVセダン♪

ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。
●インテリジェントクリアランスソナー［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

※全車にメーカーオプション

踏み間違い時サポートブレーキ

H24年式／検H31.10／走行距離53千km
プリウスα S

139.8万円

◎５人乗り 
◎メモリーナビ
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎フルエアロ
5ドア、AT、1800cc、
ブラック、車台№635、
リ済別、整含、保有、修無　

広いラゲージを備えた５人乗り仕様♪

H28年式／車検整備付／走行距離44千km

ノア Ｘ
◎８人乗り 
◎メモリーナビ　
◎テレビ（フルセグ）　
◎バックモニター　
◎デュアルパワースライドドア
5ドア、AT、2000cc、
ブラック、車台№379、
リ済別、整含、保有、修無、
レンタカー

多人数乗車でお出かけが楽しい♪ 203.8万円

※ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。

ICS
インテリジェント
クリアランスソナー

気 持ちいいほど、新しい！ 誤発進抑制機能も充実！

※ボディカラーは
　ファインブルーマイカメタリック〈B67〉

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

24.6
km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

16.0
km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

34.4
km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

23.0
km/L

車両本体価格（税込）

CVT/DBA-M900A-AGBVJ

1,965,600円

ルーミー カスタム G-T 

車両本体価格（税込）

電気式無段変速機/DAA-NHP10-AHXNB（F）

1,979,640円

アクア1.5 S“Style Black”

車両本体価格（税込）

スーパーCVT-i/DBA-NRE161G-AWXEB-X

2,170,800円

カローラ フィールダー 1.5 G“W×B” 

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

37.2
km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

30.2
km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

28.4
km/L

車両本体価格（税込）

スーパーCVT-i/DBA-ZRR80W-APXSP（D）

2,869,560円

ノア 2.0 
Si “W×B”（7人乗り）

車両本体価格（税込）

電気式無段変速機／DAA-ZVW50-AHXEB（A）

2,607,120円

プリウス 1.8 S“Safety Plus”
車両本体価格（税込）

電気式無段変速機／DAA-ZYX10-AHXEB

2,929,200円

C-HR 1.8
ハイブリッド G

車両本体価格（税込）

電気式無段変速機/DAA-AXVH70-AEXSB（L）

4,341,600円

カムリ 2.5 WS レザーパッケージ

特別仕様車

特別仕様車

特別仕様車

■特別装備

+
インテリジェント
クリアランスソナー

※ボディカラーのダークブルーマイカ
　〈8S6〉は特別設定色。

※ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉は
　メーカーオプション（32,400円）。

※ボディカラーのブラック〈202〉×メタルストリーム
　メタリック〈1K0〉［2NK］はメーカーオプション
　（32,400円）。

※ボディカラーはスティールブロンドメタリック〈4X1〉。

インテリジェント
クリアランスソナー

メーカーオプション メーカーオプション
装着の場合

※車両本体価格にはメーカーオプション価格は含まれておりません。

※車両本体価格にはメーカーオプション価格は含まれておりません。

※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
　メーカーオプション（32,400円）。

※車両本体価格にはメーカーオプション価格は含まれておりません。

インテリジェント
クリアランスソナー

※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（81,000円）。

インテリジェント
クリアランスソナー

new

新型カローラスポーツは G“X”（ガソリン車・2WD・6MT）　車両本体価格（税込） 2,106,000円 からご用意しております。

34.234.2km/Lkm/L
＊2

30.030.0km/Lkm/L
＊2＊1

 燃料消費率
（国土交通省審査値）

 燃料消費率
（国土交通省審査値）

市街地モード：29.4km/L　郊外モード：32.9km/L　高速道路モード：28.8km/L

車両本体価格（税込） 2,527,200円

新型カローラスポーツ 1.8 ハイブリッド G
電気式無段変速機/6AA-ZWE211H-BHXNB

らくちんクレジット
〔残価設定型〕なら

月々

最終回（３６回目）お支払い金額
車両本体価格………………
ご購入時のお支払額（頭金）
初回お支払額……………………
平月………………………
ボーナス月（7月・12月）……
最終月（36回目）お支払い額
お支払い総額………………

2,527,200円
… 527,200円

22,011円
20,000円×29回
78,000円×5回
1,111,960円
2,689,171円

0円
0円

1,111,960円

①カローラ店の新車にお乗り換えの場合
②車両ご返却の場合
③お買い取りいただく場合20,000円

平成31年1月からのお支払い例 実質年率3.5％

頭金ゼロのプランもご用意しております。

＊メーカーオプション ＊メーカーオプション
　装着の場合

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD
＊2

34.2
km/L

車両本体価格（税込）

CVT/DBA-LA350A-GBMF（Ｓ）

939,600円

ピクシス エポック L “SAⅢ” ※ボディカラーは
　スカイブルーメタリック〈B83〉。

トヨタの軽 カローラ新潟では、
乗用・商用の各種軽自動車を
ご用意しております。

4WD4WD

新型カローラスポーツは G“X”（ガソリン車・2WD・6MT）　車両本体価格（税込） 2,106,000円 からご用意しております。


