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だから、月々の支払いが抑えられて、ラクラク！
お支払い額は、車両価格からあらかじめ設定残価を差し引いた分。

●お支払い回数には制限がございます。詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。
●上記はあくまで計算例であり、実際の契約内容によって異なることがあります。お支払い例には税金（除く消費税）、保険料、登録に伴う諸費用は含まれておりません。●最終回の
お支払い方法は、乗り換え、買い取り、返却の選択ができます。●乗り換え、返却の場合、車両が次に該当する場合は、お客様の負担が発生します。走行距離が月1,000kmを超える
場合。車両内外の損傷等の修理費が70,000円を超過する場合。車両に事故がある場合。

ワンランク上のクルマにも手が届く！

1 お乗り換え宮城トヨタ・ネッツ宮城で
※

ご返却クルマを ※

※車両状態が事前に定められた条件を満たしている場合に限ります。
最終回お支払額 円0この部分を

お支払い 残価

頭金と分割払い 最終回支払い 3 お買い取り
このクルマを 一括払いまたは再クレジットでお支払い

2

※再ローンを選択される場合、別途条件がございます。

賢い

残価の
お支払い方法には
3つのプラン

※7月17日（金）現在の車両情報となります。※お支払い例に諸費用は含まれておりません。※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

AC・PS・PWを含む 後席ディスプレイCDオーディオ

ETC車載機

スライドドア

エアバッグ

ABS

バックモニター

アルミホイール

4WD

エアコン

パワステ

パワーウインドウ

装備説明

フルエアロ

スマートキー

HIDライト

LEDライト

電動スライドドア

両側電動スライドドア

片側電動スライドドア

本革シート

サンルーフ

D席パワーシート

テレビ

SDナビ

HDDナビ

DVDナビ

メモリーナビ

●掲載の車両は全車修復歴（車体の骨格にあたる部位の修正及び交換歴）はございません。
●宮城トヨタグループのチラシ掲載U-Carは【全車ロングラン保証付き】（走行距離無制限の1年保証）。
●【定期点検整備実施】納車までに定期点検を実施して納車いたします。また、整備費用は販売価格に含みます。

※「使ってバックプラン」はご購入時に申請が必
要です。TS CUBIC CARDのご利用で貯まった
ポイントを、お車のクレジットご利用期間中1ポイン
ト＝1.5円でキャッシュバックできるトヨタならではの
サービスです。 キャッシュバックの方法は「月々クレ
ジット支払額への充当（毎月充当）」と「年1回のお
振込」からお選びいただけます。 ※詳しくはスタッ
フまでおたずねください。 ※宮城トヨタ、ネッツ宮城
でTS CUBIC CARDにご加入の方、もしくは新
規ご加入の方に限ります。

※掲載の車両価格は消費税（10％）込みの価格です。 
※登録に伴う税金（消費税を除く）、保険料、手数料、諸費用は別途申し受けます。  ※リサイクル料が別途必要となります。 

●TSS　●ドラレコ前後　●バックカメラ
●18インチアルミ リ済別 車台番号：711

R2年式・検R5/1・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・0.1万km
クラウン 2500cc HV Sスポーツスタイル

プレミアム中古車 01

SD

ネッツ宮城 吉成店 ☎022-303-1181

最終回お支払い 1,680,000円

●ボーナス月（1・8月）
●割賦手数料
●割賦支払総額

120,000円×9回
238,778円

4,038,778円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●頭金（下取車含む）
●割賦元金
●月々のお支払い 初回（9月）
     　　　　　　  2回目以降

1,000,000円
3,800,000円
31,778円×1回

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・
29,000円×43回 

ボーナス併用54回払いの場合 特別低金利特別低金利

1.9%実質年率
「U-Car賢いプラン」＋
「使ってバック」ご利用で

々
月 29,000円
「U-Car賢いプラン」+「使ってバック」をご利用で

はじまります!

プレミアム中古車について

詳しくは、宮城トヨタの
WEBをご覧ください。

安全・安心の最高品質

1.9%（実質年率）
「U-Car賢いプラン」+
「使ってバック」をご利用で

特別低金利

※自動車販売会社及び関連業者・リース契約の方は除かせていただきます。
※宮城トヨタまたはネッツ宮城でTS CUBIC CARDにご加入いただいた方、
　もしくは新規ご加入の方に限らせて頂きます。

トヨタ車・レクサス車の中古車

480円
万車両本体

価格 205円
万車両本体

価格

リ済別 車台番号：731

H31年式・検R4/3・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・1.3万km
C-HR 1800cc HV G

プレミアム中古車 02

SD

宮城トヨタ MTG日の出町 ☎022-284-2120

最終回お支払い 758,500円

●ボーナス月（1・8月）
●割賦手数料
●割賦支払総額

100,000円×7回
99,635円

2,149,635円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●頭金
●割賦元金
●月々のお支払い 初回（9月）
     　　　　　　  2回目以降

0円
2,050,000円
22,635円×1回

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・
19,100円×35回 

ボーナス併用44回払いの場合 特別低金利特別低金利

1.9%実質年率
「U-Car賢いプラン」＋
「使ってバック」ご利用で

々
月 19,100円
「U-Car賢いプラン」+「使ってバック」をご利用で

ボディ
コーティング 防錆処理抗菌・

防臭チタニア ガラスコート

ワンオーナー1

丁寧な整備9 メンテナンスパック付10

MTGのお客様からの下取り車両
または、MTG試乗車2 初年度登録から

3年 3.6万km以内3 定期点検整備付4
ナビ・ETC装着6 安心サポートサービス7 走行距離無制限2年保証付8内外装が上等なクルマを

厳選5 （品質基準点4点以上）
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プレミアム中古車
8月スタート!

年2020

 抽選 10AM :158 1 土
チラシ掲載展示店舗に
おいてお申込ください。お申込について 8月1日（土）AM10:00まで予約申込期間 お申込みが重複した場合

※お申込をいただいたお客様は、
「展示店舗」または「お申込をした店舗」
にご来店の上、お待ちください。

※納車時までに施行致します。



〒983-8570 仙台市宮城野区日の出町2-3-7
MTG日の出町
☎022-284-2120

〒986-0868 石巻市恵み野3-1-5
MTG石巻

〒981－3137 仙台市泉区大沢2-3-13
MTG泉

〒989-2411 名取市本郷字観音215

岩沼店
☎022-382-5252

〒989-3206
仙台市青葉区吉成台1-3-40

〈新住所〉仙台市青葉区吉成2丁目2-20

吉成店
MTG吉成

☎022-303-1181

。すまりなと日休定は日曜水終最月毎、日曜火週毎※    00：81～03：9 ］祝・日・土［    03：81～03：9 ］日平［営業時間

☎0225-23-1371宮城トヨタ

☎0225-93-1101ネッツ宮城

☎022-373-8101宮城トヨタ

☎022-374-1221ネッツ宮城

ネッツ宮城 吉成店は新しいお店に生まれかわります。

8/19 OPEN!（予定）

●掲載の車両は全車修復歴（車体の骨格にあたる部位の修正及び交換歴）はございません。●宮城トヨタグループのチラシ掲載駐車は【全車ロングラン保証付き】（走行距離無制限の1年保証）。●【定期点検整備実施】納車までに定期点検を実施して納車いたします。また、整備費用は販売価格に含みます。
※掲載の車両価格は消費税（10％）込みの価格です。 ※登録に伴う税金（消費税を除く）、保険料、手数料、諸費用は別途申し受けます。  ※リサイクル料が別途必要となります。 

プレミアム中古車 08 宮城トヨタ 岩沼店

●TSS　●ドラレコ　●バックカメラ　●18インチアルミ

R1年式・検R4/11・ダークブルーマイカ・AT・0.3万km

クラウン 2500cc HV
S Four エレガンススタイル

車両本体価格

480
万円
リ済別

車台番号：858

☎022-382-5252

プレミアム中古車 03 宮城トヨタ MTG日の出町

●TSS　●ドラレコ　●バックカメラ　●18インチアルミ

R1年式・検R4/6・プレシャスガレナ・AT・2.1万km

クラウン 2000cc RS

SD

車両本体価格

398
万円
リ済別

車台番号：530

☎022-284-2120 プレミアム中古車 05 ネッツ宮城 吉成店

●TSS　●ドラレコ　●ムーンルーフ　●18インチアルミ

R1年式・検R4/5・プレシャスブラック・AT・1.8万km

クラウン 2000cc RS

SD SD

車両本体価格

415
万円
リ済別

車台番号：447

☎022-303-1181プレミアム中古車 04 宮城トヨタ MTG日の出町

●リアパワーシート　●TSS　●ドラレコ

R1年式・検R4/5・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・0.5万km

クラウン 2000cc G

SD

車両本体価格

398
万円
リ済別

車台番号：520

☎022-284-2120

プレミアム中古車 09 MTG石巻

●TSS　●18インチアルミ ●内装/黒

H30年式・検R3/8・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・1.0万km

クラウン 2500cc HV RS

SD

車両本体価格

488
万円
リ済別

車台番号：012

☎0225-23-1371

プレミアム中古車 06 MTG石巻

●TSS　●ドラレコ　●18インチアルミ

R1年式・検R4/10・プレシャスガレナ・AT・2.0万km

クラウン 2500cc HV
S Four スポーツスタイル

車両本体価格

470
万円
リ済別

車台番号：071

☎0225-23-1371

プレミアム中古車 07 MTG泉

●TSS　●純正ドラレコ　●18インチアルミ

●9インチナビ　●ドラレコ　●18インチアルミ

R1年式・検R4/9・シルバーM・AT・1.0万km

クラウン 2500cc HV RS

SD

車両本体価格

470
万円
リ済別

車台番号：463

☎022-373-8101 プレミアム中古車 10 MTG泉

●TSS  ●ドラレコ  ●9インチナビ  ●バックカメラ  ●寒冷地仕様

H31年式・検R4/2・メタルストリーム・AT・1.3万km

C-HR 1200cc G-T

車両本体価格

195
万円
リ済別

車台番号：087

☎022-373-8101

プレミアム中古車 11 MTG石巻

●TSS  ●9インチフルセグSDナビ  ●ドラレコ  ●バックカメラ

R1年式・検R4/7・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・0.9万km

C-HR 1200cc G-T

SD

車両本体価格

222
万円
リ済別

車台番号：513

☎0225-23-1371 プレミアム中古車 13 ネッツ宮城 吉成店

●9インチフルセグナビ ●バックカメラ ●AC100V・1500W

H31年式・検R4/3・メタルストリームメタリック×ブラックM・AT・0.9万km

C-HR 1800cc HV G モードネロ

SD

車両本体価格

235
万円
リ済別

車台番号：530

R1年式・検R4/6・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・0.8万km

C-HR 1200cc G-T モードネロ

SD

車両本体価格

225
万円
リ済別

車台番号：151

☎022-303-1181プレミアム中古車 12 宮城トヨタ 岩沼店

●ドラレコ ●パノラミックビューモニター ●LEDランプ ●バックカメラ

●TSS
●9インチフルセグSDナビ

R1年式・検R4/8・エモーショナルレッド・AT・1.0万km

シエンタ 1500cc HV G クエロ

SD

車両本体価格

228
万円
リ済別

車台番号：315

☎022-382-5252 プレミアム中古車 14 宮城トヨタ MTG日の出町

●ドラレコ ●シートヒーター ●9インチナビ ●12.1後席モニター ●LEDライト

R1年式・検R4/11・ベージュ・AT・0.5万km

シエンタ 1500cc
ファンベース G グランパー

SD

車両本体価格

228
万円
リ済別

車台番号：868

☎022-284-2120

プレミアム中古車 15 ネッツ宮城 吉成店

●9インチフルセグナビ ●バックカメラ ●LEDライト ●17インチアルミ

●TSS ●ドラレコ ●TSS ●ドラレコ 

H30年式・検R3/1・スーパーレッドV・AT・1.7万km

アクア 1500cc HV
G GRスポーツ 17インチパッケージ

SD

車両本体価格

165
万円
リ済別

車台番号：220

☎022-303-1181 プレミアム中古車 16 宮城トヨタ 岩沼店

●9インチSDナビ ●バックカメラ ●LEDランプ ●パノラミックビューモニター

R1年式・検R4/10・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・0.6万km

アクア 1500cc HV
S スタイルブラック

SD

車両本体価格

195
万円
リ済別

車台番号：970

☎022-382-5252 プレミアム中古車 17 MTG泉

●TSS ●ドラレコ ●バックカメラ ●9インチナビ ●ACC100V・1500W

H31年式・検R4/1・スティールブロンドメタリック・AT・1.0万km

プリウス 1800cc HV S

SD

車両本体価格

215
万円
リ済別

車台番号：814

☎022-373-8101 プレミアム中古車 18 宮城トヨタ MTG日の出町

●TSS ●ドラレコ ●バックカメラ ●9インチナビ

●TSS　●10インチナビ　●12.1後席モニター　●ドラレコ

R1年式・検R4/12・シルバーM・AT・0.5万km

プリウス 1800cc HV S Four 

SD SD

車両本体価格

260
万円
リ済別

車台番号：724

☎022-284-2120

プレミアム中古車 19 MTG泉

●9インチフルセグナビ　●バックカメラ　●ドラレコ

H31年式・検R4/4・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・0.6万km

プリウスα 1800cc HV
S ツーリングセレクション GRスポーツ

SD

車両本体価格

288
万円
リ済別

車台番号：585

☎022-373-8101

プレミアム中古車 24 MTG泉

●TSS　●7インチフルセグSDナビ　●ドラレコ　●バックカメラ●パナソニック7インチフルセグナビ　●ワイヤレスキー

R1年式・検R4/5・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・1.3万km

ヴィッツ 1500cc HV F アミー

SD

車両本体価格

170
万円
リ済別

車台番号：247

☎022-373-8101

プレミアム中古車 22 MTG石巻

●TSS　●7インチフルセグSDナビ　●バックカメラ

H29年式・車検整備付・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・452km

ポルテ 1500cc X

SD

車両本体価格

115
万円
リ済別

車台番号：532

☎0225-23-1371プレミアム中古車 21 宮城トヨタ 岩沼店

H29年式・車検整備付・ヴィンテージブラウン・MT・789km

カローラアクシオ 1500cc X

車両本体価格

78
万円
リ済別

車台番号：901

☎022-382-5252

プレミアム中古車 25 ネッツ宮城 吉成店

R1年式・検R4/5・スパークリングブラックパール・AT・1.9万km

エスティマ 2400cc アエラス

車両本体価格

315
万円
リ済別

車台番号：918

☎022-303-1181プレミアム中古車 23 MTG石巻

●TSS　●9インチナビ　●12.1後席モニター

H29年式・車検整備付・ホワイトパールクリスタルシャイン・AT・2.3万km

エスクァイア 2000cc Gi

車両本体価格

245
万円
リ済別

車台番号：320

☎0225-23-1371

プレミアム中古車 20 宮城トヨタ 岩沼店
☎022-382-5252

SD SD

4WD

4WD

4WD

4WD

4WD

4WD

SDSD

●TSS
●バックカメラ 

チラシ掲載展示店舗においてお申込ください。

8月1日（土）AM10:00まで予約申込期間

抽選 10:158 1 土
お申込みが
重複した場合

※お申込をいただいたお客様は、「展示店舗」または
「お申込をした店舗」にご来店の上、お待ちください。

お申込について

AM

●TSS ●ドラレコ 


