
NEW

E-Four2WD 2WD

燃料消費率（国土交通省審査値）
【 Z/G/Xグレードの場合 】

燃料消費率（国土交通省審査値）
【 Z/G/Xグレードの場合 】

26.2 km/L 24.2km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）
【 Z/G/Xグレードの場合 】

14.4 km/L

新型カローラクロス HYBR ID  Z
1800c c  E - F o u r  〈電気式CVT〉  3,237,500円車両本体価格

※Photo:HYBRID Z E-Four。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉は
　メーカーオプション33,000円となり、車両本体価格に含まれておりません。

2,056,200円 ～
GX(2WD)

 3,237,500円

Z(E-Four)
価格帯

カ ロ ー ラ シ リ ーズ 初 の

S U Vが 登 場！

debut!
カ ロ ー ラ ク ロ ス

カローラシリーズの
安全装備を引き継ぎ、
安全・安心な走りを提供

お買い物も
旅行も
おまかせ！！

驚きの
荷室容量！

あなたの個性で完成する。PEOPLE DRIVEN SUV.

もしもの時に電源として使える！ 運転支援機能のため、検
知範囲、検知対象、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。

※グレードによって
装着状況が異なります。

◆プリクラッシュセーフティ
◆レーントレーシングアシスト
◆レーダークルーズコントロール
◆オートマチックハイビーム
◆ロードサインアシスト
◆パーキングサポートブレーキ

Safety

CHECK

フロントもリアも先進のゆとりと快適を
Interior

精悍で都会的なフロントマスクと、野生味あふれるSUVらしいボ
ディラインが融合。普段の暮らしにも、アウトドアシーンにも
フィットするマルチSUVが誕生。

操作性に優れたコクピット。広々とした後席にもUSB端子を備
え、家族や仲間での楽しいドライブを演出。

非常時に安心の給電システム※2、
先進安全装備なども充実しており、
新しい時代にふさわしいSUVとなっ
ております。

新型カローラクロスは、クラストッ
プレベル※1の容量を誇る広びろラ
ゲージ、優れた乗降性と快適な室内
空間を実現。ハイブリッド車には
E-Fourも設定し、街乗りから休日
のアウトドアまで新感覚の空間と走
りをサポートします。

野性味の中にある、艶やかな質感。
街乗りにも、アウトドアにも大活躍！

「力強さ」と「機能性」を兼ね備えたSUV Exterior

HYBRID gasoline

※1 コンパクトSUVクラスでの比較。
2021年9月現在、トヨタ自動車（株）調べ。

※2 ハイブリッド車にメーカーオプション。

CROSS

100V 1500W
給電

＊1. VDA法による社内測定値。＊2. スペアタイヤまたはアクセサリーコンセント装着車、E-Four車は荷室容量および荷室高が異なります。

■数値は社内測定値。測定箇所により数値は異なります。　■写真はG（ガソリン車）。

最大荷室容量

487L
（5名乗車時）

＊1＊2

高さ＊2

奥行き

957mm  

1,885mm
（リヤシート折畳時）

奥行き

849mm
（5名乗車時）

最大幅

最小幅

1,369mm

947mm



ファミリーで

乗れる遊べる

コンパクトSU
V

強い個性を秘
めた

コンパクト

クロスーバー
。

心が満たされ
る

上質な大人の

SUV。

本格SUVに

ふさわしい

動力性能。

山へ!海へ!

遊び心が溢れ
る

本格オフロー
ダー

使い倒せる

ピックアップ

スタイル。

×
新型アクアに乗って

詳しくは帯広トヨペットと
トヨタカローラ帯広
WEBサイトで

ご案内しております

右記二次元コード
またはTOPページより

右記二次元コード
またはTOPページより

おびひろ動物園のどうぶつ達を応援しよう!
2021年12月31日まで

通常3.9%のところ さらに使ってバック同時利用で

※60回以下の方は通常金利となります。

実質年率

実質年率 でご利用
頂けます

イベント特別金利

3.3% 2.9%50,000 80,000円分プレゼント! 円分プレゼント!

10月31日までに新車をご成約の方に
10月31日までに、新車をご成約の方

新車成約と同時に用品10万円以上ご購入で 新車成約と同時に用品20万円以上ご購入で

円分プレゼント!30,000
新車ご成約プレゼント 残価設定プラン

※軽自動車は除く
※軽自動車は除く

イ ベ ン ト 特 別 金 利

さらに

トヨタ
純正用品

2万円増額! 5万円増額!

■ライズ Z 1000cc 4WD 〈CVT〉

 2,282,200円車両本体価格
※Photo:X。ボディカラーは
ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉。

■RAV4 Adventure 2000cc 4WD 〈CVT〉

 3,333,100円車両本体価格

※Photo:Adventure。ボディカラーの
アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレーメタリック〈1G3〉
［2QX］はメーカーオプション55,000円となり、
車両本体価格に含まれておりません。

■ハイラックス Z 2400cc 4WD 〈AT〉

3,876,000円車両本体価格

※Photo:Z。ボディカラーはシルバーメタリック〈1D6〉。

■新型ランドクルーザー VX ガソリン
　3500cc 7人乗り 4WD 〈10AT〉

 6,325,300円車両本体価格

 2,472,900円車両本体価格

※Photo:VX ガソリン 7人乗り。
ボディカラーはアバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉。

■ヤリスクロス Z 1500cc 4WD 〈CVT〉

シティ派から本格オフローダーまで。
圧倒的なラインナップ!

※Photo:Z 。ボディカラーのブラックマイカ〈209〉×センシュアルレッドマイカ〈3T3〉［2PN］は
メーカーオプション77,000円となり、車両本体価格に含まれておりません。

■C-HR ハイブリッドS 1800cc 2WD 〈電気式CVT〉

2,789,000円車両本体価格

※Photo:ハイブリッドS。ボディカラーのブラック〈202〉×
エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉［2TB］は
メーカーオプション77,000円となり、
車両本体価格に含まれておりません。

■ハリアー ハイブリッドS 2500cc E-four 〈電気式CVT〉

3,833,000円車両本体価格

※Photo:ハイブリッドS。ボディカラーはスティールブロンドメタリック〈4X1〉。

■ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ディーゼル 2800cc 
　7人乗り 4WD 〈AT〉

5,014,600円車両本体価格※Photo:TX Lパッケージ ディーゼル 7人乗り。
ボディカラーはブラック〈202〉。

力強い足回り
で

突っ走れ!

強さと品格で地球上を走破!

SUV

※リサイクル料金が別途必要となります。※表示価格はすべて税込価格です。※保険料、税金（消費税を除
く）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。※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。■減税額試算例は自家用車の場合の試算例であり、事業用車の場合は減税額が異なります。減
税額は、新税制による支払税額（100円未満切り捨て）をもとに試算しています。■自動車重量税、自動車取
得税の減税額はオプションを含まない車両重量、メーカー希望小売価格（東京地区）をベースに試算していま
す。オプションを選択することで、自動車重量税ならびに自動車取得税の減税額が変わる場合がございます。
グレードまたはオプション選択により減税対象、または対象外となる場合がございます。■自動車取得税は、都
道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がございます。ご注意ください。■掲載の
内容は令和3年9月時点のものです。翌年度分の自動車税が減税されます。■詳しくは営業スタッフまでおた
ずねください。

https://obihiro.toyopet-dealer.jp/帯広トヨペット https://obihiro.corolla-dealer.jp/トヨタカローラ帯広

■本社・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市大通南2丁目1番地 ☎0155（25）5121
■本店・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市大通南2丁目1番地 ☎0155（25）7100
■札内店・・・・・・・・・・・・ 幕別町札内共栄町164番地 ☎0155（24）2121

■西店・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市西22条南1丁目1番地 ☎0155（37）1122
■本別店・・・・・・・・・・・・ 本別町南4丁目2番地 ☎0156（22）2480
■マイカーランドツイング・・・ 帯広市西22条南1丁目1番地 ☎0155（38）7266

■本社・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市大通南6丁目17番地 ☎0155（24）1145
■本店・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市大通南6丁目17番地 ☎0155（24）4167
■南店・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市大通南20丁目10番地 ☎0155（23）7181

■西店・・・・・・・・・・・・・・ 帯広市西22条南1丁目1番地 ☎0155（37）3355
■本別店・・・・・・・・・・・・ 本別町北5丁目7番地 ☎0156（22）2166
■マイカーランドツイング・・・ 帯広市西22条南1丁目1番地 ☎0155（38）7266


