
遊び心満喫
。

家族や仲間
が大好き!!

9月定休日のご案内

は定休日とさせていただきます。
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10月定休日のご案内

は定休日とさせていただきます。
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https://tm-kushiro.jp
釧路市喜多町1-39
TEL 0154 -24 -2100

喜多町店

釧路市堀川町6-14
TEL 0154 -23 -2435

堀川店

釧路市鳥取大通4-16-5
TEL 0154-52-3330

鳥取店

釧路市星が浦大通3-4-30
TEL 0154-52-2280

星が浦大通店

根室市西浜町8-121
TEL 0153 -24 -3121

根室店

厚岸町宮園3-137
TEL 0153 -52-7131

厚岸店

中標津町東22条北1-1
TEL 0153 -72-3238

中標津店

弟子屈町鈴蘭4-2-1
TEL 015 -482-2682

弟子屈店

釧路市星が浦大通3-3-10
TEL 0154-52-2772

星が浦店

釧路市星が浦大通2-8 -4
TEL 0154 -53 -2110

TOM店

釧路郡釧路町桂木6-6
TEL 0154 -39 -6868

ウイング桂木店

釧路市昭和中央2-1-10
TEL 0154 -55 -2711

ピッカー昭和店

ご来店の際は、入店時の検温・手指の消毒・マスクの着用のご協力をお願い致します。

トヨタモビリティ釧路株式会社は新型コロナウイルス感染拡大予防対策を実施しています

マスク着用の徹底
予防対策のために
マスクの着用を徹
底しています。

手洗いの徹底
手洗い・アルコー
ル消毒を徹底して
います。

定期的な換気
店内を換気し、空
気を定期的に入れ
換えています。

定期的な消毒
商談席や展示車・
試乗車を定期的に
消毒しています。

検温の実施
健康管理を徹底す
るため検温を実施
しています。

仕様により生産時期が異なります。
詳しくはスタッフまでお問い合せ下さい。

スマートフォンやタブレットの充電ができるように、シフト
サイドポケット前方や運転席のシートバックにUSB端子
（Type-C）を設定しています。

▶充電用USB端子（Type-C）1個・
   通信用USB端子（Type-A）1個
   ［シフトサイドポケット前方］
   +充電用USB端子（Type-C）2個
   ［運転席シートバック］

スマホなどの充電に便利。

▶ゆとりの2列目スペース

地上から330㎜*3の低い乗り込み
口は、段差もなくフラット。お子さま
やご年配の方も安心して乗り降りで
きます。

コンパクトミニバントップレ
ベル*1の前後席間距離を
確保することで、足元に広
いスペースを実現。また、頭
上スペースにもゆとりがあ
るので、開放感のある空間
となっています。

*1.2022年8月現在。トヨタ自動車㈱調べ。*2.挟まれる物の形状や挟まれ方によっては、挟み込みを検知できない場
合があります。開閉時は十分にご注意ください。*3.2WD車の数値。E-Fourは350㎜。

スマートキーを持っていれば、フロントドア
ハンドル下側の床下奥のセンサー部に足
先を出し入れするだけでスライドドアが自
動で開閉します。

▶ハンズフリーデュアルパワー
   スライドドア
   （挟み込み防止機能付*2）

お子さまにも、
乗り降りしやすい高さ。
▶低床&フラットフロア

新型シエンタの月々のお支払いがラクに!

●上記試算例はお支払い開始月をR4年9月、
ボーナス1月・6月で試算した一例です。

現金販売価格
割賦元金
初回お支払い額
毎月のお支払い額（×48回）
ボーナスお支払い額（×10回）

2,930,900円
2,930,900円
37,790円
37,400円
50,000円

❶当社で新車にお乗り換えの場合※1
❷おクルマをご返却※1
❸おクルマをお買い取り

❶、❷の場合
❸の場合

0円
0円

1,113,740円

2,332,990円
3,446,730円

■ 最終月（60回目）のお支払い金額

■ 支払総額

残価設定型クレジットのお支払い例 【支払い回数60回・支払期間6年・実質年率5.0%】

残価設定型プラン

車両本体価格・・・2,930,900円

シエンタ ハイブリッド
（1.5Z 2WD CVT 7人乗） 円37,400円

新型 シエンタ
［ハイブリッド］1.5X 5人乗り（2WD）2,406,400円～1.5Z 7人乗り（E-Four）3,128,900円 
［ガソリン］1.5X 5人乗り（2WD）1,979,700円～1.5Z 7人乗り（2WD）2,584,200円

燃料消費率（国土交通省審査値）

28.2km/L

7人乗り2WD［Z、G］

28.5km/L

7人乗り 2WD［X］

28.4km/L

5人乗り2WD［Z、G］

28.8km/L

5人乗り2WD［X］

25.3km/L

E-Four*1

18.3km/L

7人乗り

18.4km/L

5人乗り

*1.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。

乗り込み高さ
330㎜

［Zに標準装備、Gにメーカーオプション］

▶フロントシート
  フラットモード

▶ハーフラゲージモード
  （最大3名乗車）

▶フラットラゲージモード
  （最大2名乗車）

-7人乗り-
（3列シート）

セカンド&サードシートの格納で、
4つのモードにアレンジ。
▶ 5:5分割サードシート ダイブイン機構 
▶ 5:5分割セカンドシート タンブル機構

▶フロントシート
   フラットモード

▶サードシート
   アレンジモード
   （最大5名乗車）

▶ハーフラゲージモード
   （最大3名乗車）

▶フラットラゲージモード
  （最大2名乗車）

-5人乗り-
（2列シート）

セカンドシートの格納で、
3つのモードにアレンジ。
▶ 6:4分割セカンドシート チルトダウン機構

両手がふさがっている
    ときに便利。

乗車&荷室スペースを、シーンに合わせて
自由にアレンジできます。

ゆとりの室内で、乗り降りのしやすさで。
家族の毎日を応援します。

4 日39月

土

トヨタモビリティ釧路

足元にも頭上にも、開放感を。

店頭発表会

※ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉とスカーレットメタリック〈3U4〉はメーカーオプション（33,000円
別途）。※ダークグレー〈1L7〉×スカーレットメタリック〈3U4〉［2WR］はメーカーオプション（77,000円別途）。
※ダークグレー〈1L7〉×グレイッシュブルー〈8W2〉［2WV］はメーカーオプション（55,000円別途）。

BODY COLOR

※ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉
※1.車両を返却の場合、最終回のお支払いは不要ですが、その際の車両状態が当社が事前に定めた規定外である場合には、別途差額をご負担いただく場合がございますので詳しくは当店スタッフにお問い合わせください。

残価設定型
プランなら
月々

※Photo:シエンタ（1.5Z ハイブリッド2WD CVT 7人乗）。ボディカラーはアーバンカーキ〈6X3〉

24
31

大きめの買い物カゴを
そのまま置ける!

［Zに標準装備、Xにメーカーオプション］
5,000円分商品券プレゼント日専連全国共通さらに

日専連全国共通5,000円分商品券プレゼント
9月4日●までに新車をご成約の方へ日

9月4日●までに残価設定型クレジットをご利用で新車をご成約の方へ日

新 車 ご 成 約

■センター席に座る場合は、必ず左右席の位置をそろえて乗車してください。■写真の自転車のサイズは大型自転車は27インチと26インチ。小型自転車は20インチ。■自転車や小物類は大きさや形状によって積載できない場合やご注意いただきたい項目があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると
走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧 ください。■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。■数値は社内測定値。測定箇所により数値は異なります。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■7人乗り（3列シート）の写真はすべてZ（ハイブリッド・２WD）。
オプション装着車。■5人乗り（2列シート）の写真はすべてG（ガソリン）。オプション装着車。■写真は合成です。■価格は（消費税10％込み）’22年8月現在のものです。■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。■写真は合成です。■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になります。詳しくは販売店スタッフにおたずねください。■「メーカーオプション」「設定あり」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。■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。

MONOTONE

TWOTONE

ダークグレー〈1L7〉×スカーレットメタリック〈3U4〉［2WR］ ダークグレー〈1L7〉×グレイッシュブルー〈8W2〉［2WV］

ホワイトパールクリスタ
ルシャイン〈070〉

ダークグレー〈1L7〉 ブラック〈202〉

ベージュ〈4V6〉 アーバンカーキ〈6X3〉 グレイッシュブル ー
〈8W2〉

スカーレットメタリッ
ク〈3U4〉

HYBRID GASOLINE

車両本体価格帯

AM9:00～PM5:00
〈展示車及び試乗車は下記の通りとなります。〉

※展示車・試乗車につきましては予告無く変更される場合があります。
　事前に各店舗までお問合せ下さい。

展示車及び試乗車 喜多町店 ・堀川店 ・中標津店 展示車のみ 星が浦大通店 ・星が浦店 ・根室店 ・鳥取店 ・厚岸店 ・弟子屈店




