
本　社／旭川市大雪通7丁目506番地 
☎0166-26-2415㈹

この地で花 開いて。

【ホームページ】https://dohoku.corolla-dealer.jp/

HPからも
最新情報を
チェック!

［　］はツートーンのカラーコードとなります。 ＊1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉、コーラルクリスタルシャイン〈3U7〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。サーモテクトライムグリーン〈6W7〉はメーカーオプション＜44,000円（消
費税抜き40,000円）＞となります。 ＊2. ガソリン車（1.5L・2WD）はターンチルトシート（運転席＋助手席）を選択した場合、ボディカラーのツートーンは選択できません。また、1.0L車はターンチルトシート（運転席、助手席）を選択した場合、ボディカラーのツートーンは選択できません。 ＊3. ホワイト〈058〉
×センシュアルレッドマイカ〈3T3〉［2NE］、ブラック〈202〉×コーラルクリスタルシャイン〈3U7〉［2SR］はメーカーオプション＜77,000円（消費税抜き70,000円）＞となります。 ＊4. ホワイト〈058〉×ブラック〈202〉［2KC］、ブラック〈202〉×シアンメタリック〈8W9〉［2RV］、ブラック〈202〉×アバンギャル
ドブロンズメタリック〈4V8〉［2SQ］、ブラック〈202〉×アイスピンクメタリック〈3U6〉［2SS］はメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 
■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’19年12月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、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。 ※価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■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。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（7,800円）＜'19年12月時点の金額＞が別途必要となります。詳しくはカタログをご覧いただくか販売店におたずねください。 ■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（この内容は'19年12月現在のもの）

■写真はプロトタイプモデルで、量産モデルとは一部仕様が異なる場合があります。 ■写真は合成です。

コンパクトの可能性をゼロから見直し、
徹底的に磨き上げました。

コンパクトではない、ヤリスだ。

BRAND  NEW  VALUE

“もっといいクルマづくり”の根幹をなす　      が、
いよいよヤリスに。 
走りが、扱いやすさが、安全性が、経済性が違う。
コンパクトなボディに凝縮された数々の最新機能は、
ドライブする楽しさが、新次元。さまざまなシーンを
余裕でこなし、毎日の生活に彩りと元気を。
コンパクトの常識を越えた、ヤリス。
すべてに驚きの、新登場。

TNGA※

※Toyota New Global Architecture （トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）

MONO TONE  ( 12 COLORS )
GRADE & PRICE

TWO TONE     ( 6 TYPES )

バラエティ豊かな12色 個性に応える18タイプのボディカラー個性に応える18タイプのプのプ ボディディデ カラ

コーラルクリスタル
シャイン〈3U7〉＊1

アイスピンク
メタリック〈3U6〉

スーパー
ホワイトⅡ〈040〉

ホワイトパールクリスタル
シャイン〈070〉＊1

シルバー
メタリック〈1F7〉

ブラック〈202〉

ボルドーマイカ
メタリック〈3R9〉

センシュアルレッド
マイカ〈3T3〉＊1

アバンギャルドブロンズ
メタリック〈4V8〉

ブラック〈202〉
×コーラルクリスタルシャイン
〈3U7〉［2SR］＊3

ブラック〈202〉
×アイスピンクメタリック
〈3U6〉［2SS］＊4

ホワイト〈058〉
×ブラック〈202〉
［2KC］＊4

＊2

ホワイト〈058〉
×センシュアルレッド
マイカ〈3T3〉［2NE］＊3

ブラック〈202〉
×アバンギャルドブロンズ
メタリック〈4V8〉［2SQ］＊4

ブラック〈202〉
×シアンメタリック
〈8W9〉［2RV］＊4

サーモテクトライム
グリーン〈6W7〉＊1

ダークブルーマイカ
メタリック〈8W7〉

シアンメタリック
〈8W9〉

メーカー希望小売価格（消費税抜き）メーカーオプション

X “Bパッケージ”
（ガソリン1.0L・CVT・2WD）

1,424,700円（1,295,182円）
HYBRID Z
（ハイブリッド1.5L・E-Four）

～2,518,300円（2,289,364円）

DEBUT!DEBUT!カローラ道北か
ら



■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’19年12月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におた
ずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、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。 ※価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付
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。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（7,800円）＜'19年12月時点の金額＞が別途必要となります。詳しくはカタログをご覧いただくか販売店
におたずねください。 ■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（この内容は'19年12月現在のもの）

衝突の回避や被害の軽減をサポートする。ドライバーのミスや疲れをカバーして、事故を未然に
防ぐ。多様なシーンでのリスクに応えるための性能や機能を備えるトヨタの先進安全技術を全
グレードに装備しました。

■ 運転支援機能のため、検知範囲、作動速度には限界があります。必ず安全を確認しながら運転してください。
■ 道路状況、交差点の形状、車両状態、天候状態、夜間およびドライバーの操作状態等によっては、システムが正しく作動しない場合があります。
■ 安全運転を支援するシステムは、あくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転
を心がけてください。　■ 詳しくは販売店でご確認ください。

Toyota Safety Sense 〈トヨタセーフティセンス〉

運転操作をクルマがサポート。高度駐車支援システム。

駐車が苦手な方にうれしい！ステアリングだ
けでなく、アクセル、ブレーキまで制御する「高
度駐車支援システム」をすべてのトヨタ車に
先駆けて新搭載。安心・快適に駐車をサ
ポートします。 ■駐車環境によっては支援できな
い場合があります。

▶ プリクラッシュセーフティ　 
▶ レーダークルーズコントロール
▶ レーントレーシングアシスト

▶ ロードサインアシスト
▶ オートマチックハイビーム
▶ 〈付帯機能〉 先行車発進告知機能

主な機能

クルマに乗ることを楽しく

駐車をサポートする最新機能駐車をサポートする最新機能

Toyota Safety Sense

先進の予防安全パッケージ先進の予防安全パッケージ

詳しくはWEBで
CHECK

1.5Lハイブリッド Z G X

※ X“Bパッケージ”を除く

※1. 2019年12月現在。 ※2.“トヨタ チームメイト”は、将来の自動運転へとつながる新たな先進技術の総称です。 メーカーオプション

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付）］
〈高度駐車支援システム〉

※1トヨタ初New
※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は異なります。 ■ 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。

もっとドライブしたくなる
“走りの質”
コンパクトカーを超える
“乗り味”
どんなときも
“快適な静かさ”

新プラットフォームが生んだ

新次元の軽快な走りと取り回しのよさ新次元の軽快な走りと取り回しのよさ

トルクと低燃費技術のこだわりが生んだ

気持ちいい走りと圧倒的な燃費性能圧倒的な燃費性能

■写真はプロトタイプモデルで、量産モデルとは一部仕様が異なる場合があります。 ■写真は合成です。

世界トップレベル★の低燃費と力強い走りを両立

36.0 35.8 km/L

35.4 km/L

30.2 km/L

Z

G

km/L
X

燃料消費率（国土交通省審査値） 1.5L M15A-FXEエンジン＋モーター・2WD
1.5L ハイブリッド 2WD

燃料消費率（国土交通省審査値）
1.5L M15A-FXEエンジン
＋モーター・E-Four

E-Four（電気式4WDシステム）

爽快な走りと優れた燃費性能をひとつに

★ 2019年12月現在。ガソリン乗用車コンパクトクラス。トヨタ自動車（株）調べ。

21.6 km/L
Z/X 21.4 km/L

G

燃料消費率（国土交通省審査値）
1.5L M15A-FKSエンジン・2WD

1.5L 2WD（6MT）

19.6 km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）
1.5L M15A-FKSエンジン・2WD

1.5L 2WD（CVT）

燃料消費率（国土交通省審査値）
1.5L M15A-FKSエンジン・4WD

1.5L 4WD

19.2 km/L
Z/G/X

Z/G/X

燃料消費率（国土交通省審査値）
1.0L 1KR-FEエンジン

1.0L 2WD

20.2 km/L
G/X/X“Bパッケージ”

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。

雪道に強く、おサイフに優しいE-Four（電気式4WDシステム）

雪道などでも安心

コンパクト待望のHV 4WD（ E-Four ）コンパンパン クト待望のHV 4WD（ ）電気式4WDシステム

車両価格の一部を、あらかじめ残価（3・4・5年後の下取り価格）として据え置き、残りの金額を
分割払いとするプランです。

残価設定型クレジットカローラ道北らくらくプラン

お支払い回数は36回・48回・60回（3・4・5年）から選択できます。

①当社で新車にお乗り換えで0円

②当社にクルマをご返却で0円

③このクルマに乗り続ける場合は
　一括もしくは再度分割払い

最終回の
お支払いは、
60回払いの場合で
支払い開始5年後

□現金販売価格（車両販売価格）
□頭金（下取り金でも可）・・・・・・・・・
□割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□初回支払い（7月）・・・・・・・・・・・・・・・

2,278,000円（税込）
300,000円（税込）
1,978,000円（税込）
21,200円（税込）

□ボーナス払（7月×4回・1月×5回）
□最終月前までの支払い額合計
□最終月支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・
□お支払総額・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

47,500円（税込）
1,718,900円（税込）
862,360円（税込）
2,581,260円（税込）

（5年・60回払い
 実質年率4.2％）CDらくらくプラン

月
々 800800円19,800円×49回×49回

□現金販売価格（車両販売価格）
□頭金（下取り金でも可）・・・・・・・・・
□割賦元金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□初回支払い（7月）・・・・・・・・・・・・・・・

2,278,000円（税込）
300,000円（税込）
1,978,000円（税込）
21,200円（税込）

□ボーナス払（7月×4回・1月×5回）
□最終月前までの支払い額合計
□最終月支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・
□お支払総額・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

47,500円（税込）
1,718,900円（税込）
862,360円（税込）
2,581,260円（税込）

Photo:Z（4WD）
ボディカラーのブラック〈202〉×コーラルクリスタルシャイン
〈3U7〉［2SR］はメーカーオプション（77,000円別途）（税込）
バックガイドモニターはメーカーオプション（16,500円別途）（税込）
インテリジェントクリアランスソナー（ICS）はメーカーオプション（28,600円別途）（税込）

Z ［4WD］
（
税
込
）円2,155,900車両本体価格

カローラ道北から
お客様のライフスタイルに合わせたご提案
カローラ道北から
お客様のライフスタイルに合わせたご提案

車両価格の一部を、あらかじめ残価（3・4・5年後の下取り価格）として据え置き、残りの金額を
分割払いとするプランです。

残価設定型クレジットカローラ道北らくらくプラン

お支払い回数は36回・48回・60回（3・4・5年）から選択できます。

CDらくらくプラン
月1々9,80011119999,9,9,,,9,9,9,9999,9999,999,9,9,999,9 800800800800月々19,800円から月々19,800円から
この部分だけ
お支払い

残 価

頭金と分割払い 最終回支払い

①②の場合、最終月の支払いは不要ですが、その際
の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。
③の場合、再度分割払いをされる際は、別途条件がご
ざいます。詳しくはスタッフまでおたずねください。


