
C賞

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

ダブルチャンス!!

初売り厳選特価車!トクトクセットが付いてオススメ!!初売り厳選特価車!トクトクセットが付いてオススメ!!
※装備品につきましては当社指定のものとなります。※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。※写真はイメージです。

◆冬タイヤ＆アルミホイール
◆サイドバイザー ◆フロアマット
◆ウインターブレード ◆ナンバーフレーム

トクトクセットトクトクセット

333万
円

広告掲載車両本体価格

3,230,700円

Photo：ELEGANCE（4WD） 
ボディカラーはブラック〈202〉

合計価格3,637,183円のところ

車両本体価格
トクトクセット

・・・・・・・・・・・・・・3,230,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・406,483円

ハリアー ELEGANCE（4WD） トクトクセットで
307,183円

もお得！！
276万

円

広告掲載車両本体価格

2,637,600円

Photo：S-T（4WD）　
ボディカラーの
エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉は
メーカーオプション（55,000円高）

合計価格3,121,116円のところ

車両本体価格
エモーショナルレッドⅡ
トクトクセット

・・・・・・・・・・・・・・2,637,600円
・・・・・・・・55,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・428,516円

C-HR S-T（4WD）
トクトクセットで
361,116円

もお得！！

212万
円

広告掲載車両本体価格

1,984,800円

Photo：X“S”（4WD）
ボディカラーは
ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉

合計価格2,333,632円のところ

車両本体価格
トクトクセット

・・・・・・・・・・・・・・1,984,800円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・348,832円

ライズ X“S”（4WD） トクトクセットで
213,632円

もお得！！

391万
円

広告掲載車両本体価格

3,821,300円

Photo：2.5L X（4WD）  
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（33,000円高）

合計価格4,296,049円のところ

車両本体価格
ホワイトパールクリスタルシャイン
トクトクセット

・・・・・・・・・・・・・・3,821,300円
33,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441,749円

アルファード 2.5L X（4WD）
トクトクセットで
386,049円

もお得！！

329万
円

広告掲載車両本体価格

3,270,300円

Photo：GI（7人乗/4WD）  
ボディカラーはブラック〈202〉

合計価格3,630,396円のところ

車両本体価格
トクトクセット

・・・・・・・・・・・・・・3,270,300円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360,096円

エスクァイア GI（7人乗/4WD） トクトクセットで
340,396円

もお得！！

172万
円

広告掲載車両本体価格

1,690,700円

Photo：X（4WD）
ボディカラーはマゼンタ
ベリーマイカメタリック〈R72〉

合計価格1,957,472円のところ

車両本体価格
トクトクセット

・・・・・・・・・・・・・・1,690,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266,772円

TANK X（4WD） トクトクセットで
237,472円

もお得！！

U-Car店舗でも
ご用意しております

1/11土12日

「オプション購入券」
プレゼント!!
「オプション購入券」
プレゼント!!

「ご利用券2万円分」
プレゼント!!
「ご利用券2万円分」
プレゼント!!

期間中に、新車をご成約された
お客様に「くじ引き」で

5万円 3万円

5名様

1万円

ご成約プレゼント

A賞
B賞

※法人・業務販売・レンタカーは除きます。※詳しくは営業スタッフ迄お尋ね下さい。

※オプションは販売店装着オプションに限らせていただきます。※割引商品は対象外とさせていただきます。※ご購入した新車への取り付けとなります。
※ウィンターパックとトクトクセットにはご使用できません。※各金額未満でのご利用の場合、釣銭はでませんのでご了承下さい。

※賞品は発送をもって発表と代えさせていただきます。※トーホーリゾートご利用券の有効期限がございます。
※トーホリゾートチェーンホテルにてご利用いただける券です。対象のホテルはトーホーリゾート公式HPで
ご確認いただけます。※写真はイメージです。

令和最初の初売りはお近くの旭川トヨペットへ!

ご成約頂いたお客様に
さらに抽選で
当たる!!

「日用品福袋」
プレゼント!!
「日用品福袋」
プレゼント!!

ご来場されたお客様に
「GR SUPRA
スコーン 爆速BBQ」
プレゼント!!

「GR SUPRA
スコーン 爆速BBQ」
プレゼント!!

ご来場されたお客様に

「TOYOPET×HARRIER
BOXティッシュ」
プレゼント!!

「TOYOPET×HARRIER
BOXティッシュ」
プレゼント!!

ご来場されたお客様に

※数に限りがございます。
　品切れの際はご了承下さい。 ※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。

ご来場
プレゼント
ご来場
プレゼント

アルファード・ハリアー・ハイエースの旭川トヨペット! 旭川トヨペット公式SNS
是非フォロー＆お友達登録してください♪

LINE
お友達登録
はコチラ！

Twitter
フォローは
コチラ！

Instagram
フォローは
コチラ！

●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が別途必要となります。※詳しくは販売店
へおたずねください。 ●車両本体価格にはオプション又はメーカーオプション価格が
含まれておりません。 ※掲載内容については、2019年12月17日現在のものです。金
額は2020年1月末までに登録の場合で計算しております。

1月11日㈯・12日㈰ 1月18日㈯・19日㈰ 1月25日㈯・26日㈰

全店で



発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

中古車選びの“不安”を“安心”に変えたい。ティー・バリューは、
安心が見えるトヨタのU-Carブランドです。

不安が消える！安心が見える！

神 居 店
アクセル大雪店
花 咲 店
東 光 店
稚 内 店
留 萌 店
富 良 野 店

☎（0166）62-5190
☎（0166）26-8111
☎（0166）51-8008
☎（0166）34-7111
☎（0162）33-5586
☎（0164）42-2115
☎（0167）23-4196

士 別 店
名 寄 店
深 川 店
枝 幸 店
羽 幌 店
U-Carセンター神居店
U-Carセンター大雪通り店

☎（0165）23-3191
☎（01654）2-4367
☎（0164）23-3554
☎（0163）62-2040
☎（0164）62-1757
☎（0166）63-8051
☎（0166）21-3666

HV車の小型乗用から商用トラックまでフルラインナップの旭川トヨペット!!

本社／旭川市神居8条１丁目 ☎㈹（０１６６）62-5111

検索旭川トヨペット

HPも見てね

お車を2台以上お持ちの方必見!
詳しくはスタッフまでご相談ください！

複数契約を1つにまとめれば
保険料を節約できるかも？!

私達は自動車保険のアドバイスをしています！
万が一の事故時にお役に立ちます！

保険診断受付中!!

全国約5万台のU-Car（中古車）の中
から、ご希望の1台を検索出来ます。

日本最大級の中古車情報サイトからご希望の
1台をお選びします。

出店中！にも
カーセンサー  旭川トヨペット 検 索

GAZOO.com 旭川トヨペット 検 索

ご覧ください。「すぐ乗れるクルマも豊富」
ななかまどを1/17金

保険会社によっては、万が一の事故で衝撃を感知し
た際、「専用のドライブレコーダーを通じ端末で通話
が可能なサービス」や「あおり運転対策に備えた
サービス」が登場しています！事故映像を自動的に記
録・送信も行うため、タイムリーな事故対応を実現。
詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。

ご
来
店
が
お
得
!

プロケア
10
トヨタ

12ヶ月
点検

消耗部品の
点検などを

重点的にチェック！！

プロが選んだ
安心点検

作業時間
約20分

作業時間
約40分

半年に1回安心点検!! 年1回の法定点検

●エンジン ●油脂・液類 ●ベルト類 ●バッテリー
●シートベルト ●ブレーキ 
●ワイパー ●タイヤ
●下回り ●ライト

安心・快適な走行のために「走る」「曲がる」
「止まる」の基本性能10項目を点検します。

●エンジンオイル4ℓ交換付き（交換料含む）  ●ウインドウォッシャー液満タン付き

安心が最高のパートナー！
ディーラーの安心をあなたの
愛車にお届け
します！！

セット価格

14,000円（税込）
ご来店で

セット価格

1,000円引
ご来店で

2,000円引7,500円（税込）

安心・安全をしっかりとサポートさせていただくためにもご予約にご協力願います。

コネクティッドカー（注）保有のお客さま必見！

コネクティッドカーだけの『新しい保険』
(注)トヨタつながるクルマの保険プランの対象になるコネクティッドカーは、あいおいニッセイ同和損保指定の車載器を通じて
　  車両運行情報（走行距離、運転特性）を自動的に送信可能な車です。

詳しくはコチラから▼

1月・2月営業日のお知らせ ■：お休み  ●：イベント開催日
※休業日は変更になる場合がございます。

旭川トヨペットからご案内

神居店よりワンポイントアドバイス

年始の事故や故障の際はJAFロードサービス
救援コール（全国共通） 〈24時間年中無休〉 0570-00-8139

北海道第二の都市、旭川の国道１２号線沿いに面した店舗です。
お客様がお車に安心してお乗りいただけるよう、２５名のスタッフ
でサポートさせていただきます！

豆知識

入庫の際は、お客様ご自身でのお車の持ち込み及び引き取りのご協力をお願い申し上げます。

月 火 水 木 金 土日
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月 火 水 木 金 土日
2 February 2020

冬の高速道路を
走る方！！

1

8

15

22

2

9

5 6

12 13

19 20

26 27

4

11

18

252423

7

14

21

28 29

313029282726

3

10

1716

日用品福袋
プレゼント!

車検・
法定点検
来店入庫で

※お渡しは入庫時となります。
※納車・引き取りの場合は対象外となります。
※法人・業販を除く。※イラストはイメージです。

1月中

マフラー
防錆

11,000円～（税込）

高温で錆びやすいマフラーを守ります!

施工金額

施工前 施工後

下回りのサビ止めはコレ!

スリーラスター

22,680円～

BEFORE AFTER

※価格は乗用車（アクアクラス）の
　価格です。詳しくは店頭スタッフまで
　お気軽におたずね下さい。

（税込）

部品代

56,100円（税込）

スリーラスターは、自己修復性のあ
る柔軟な被膜を形成するワックス系
長期防錆剤です。融雪剤・海水によ
る塩害、酸性雨等からの発錆を長時
間防止します。

エンジン内部に最も負担がかかるのはどんな時？
冬の朝一のエンジン始動はエンジンに過酷な状況にあることをご存じでしょうか。低温でのドラ
イスタート時はオイルが硬くなり、抵抗も大きく始動直後はエンジン内部では金属部品が摩擦・摩
耗を繰り返し性能低下していきます。エンジンをスタートさせてからオイルが十分循環するまで
の数秒間は乾燥した剥きだしの金属表面が、まるでヤスリ同士をこすり合わせるように互いを傷
つけ合っています。エンジン劣化、摩耗の原因の約8割はこのドライスタートが原因です。

エンジン部品の損傷を軽減させるには？

ドライスタートとは

エンジンの中では、様々な金属の部品が擦れあって動きます。エンジンオイルがあることで、この
擦れ合う金属部品の摩擦を抑えています。また、エンジンオイルは、金属部品が擦れ合って出来
てしまった金属粉を、自らの中に取り込みます。最も有効なのは、エンジンオイルやオイルフィル
ターを定期的に交換することです。摩耗を長期間抑えるオイル添加剤も大変有効です。

●エンジンオイルやオイルフィルターは早めに交換する。

エンジンオイルは暖まり具合で粘度が変わります。 エンジンをかけたばかりだと、まだ冷えてい
るので、オイルは固く、エンジン内で動こうとする部品の抵抗になっています。逆に、エンジンが
温まってくると、スムーズに動くための潤滑剤になります。またエンジンは、暖まった時に最適な
動きができるように設計されています。

●エンジンや、エンジンオイルが暖まるまでの間、アクセル操作はそっと行う。

エンジンを停止してしばらく経つと、エンジンオイルは下へ下へと垂れていきます。エンジン内各
部に必要なオイルの量は不足がちになります。そのような状態でエンジンを始動すると、必要量
のオイルが行き渡っていないので、摩耗しやすいのです。これをなるべく軽減させるために、エン
ジンをかけたら、１０秒ほどは発進を控えることをお勧めします。

●しばらく停止したあとは、エンジンをかけて１０秒くらいは発進を控える。

エンジンオイルが各部に運ばれ、潤滑の役割を果たし
ています。エンジンが動いている時、エンジンオイル
はオイルパンから吸い上げられ、エンジン各部を循環
し金属摩擦面を潤滑しています。

①通常運転時

時間が経過するとオイルが下部に戻り、エンジン各部
にオイル分が残っていません。エンジンを止めた瞬間
から、オイルは重力に従ってオイルパンに流れていき
ます。やがて金属摩擦面は乾いてしまいます。

②エンジン停止　

②の状態でエンジン始動するとオイル不足した状態
で金属表面が擦れ合う状態になります。

③エンジン始動

〈この３点が、エンジン内の部品の損傷を軽減するために重要です。〉

どかまどどななかかなな1//

優良中古車情報はこちら!
ご来店入庫で10％OFF！！

合成油 SN/CF 5W-30SN OW-20
キャッスル キャッスル

環境に優しい省燃費エンジンオイル 最高級グレードエンジンオイル
国産乗用車（交換料含/税込）

追加1ℓにつき＋1,080円
4ℓまで3,960円

国産乗用車（交換料含/税込）

取付費は別途かかります。

追加1ℓにつき＋880円
4ℓまで3,520円（税込） （税込）

推奨交換時期 5,000㎞又は6ヶ月どちらか早い方

エンジンオイル交換フェア
進化し続ける「トヨタ純正エンジンオイル」

大切なお車に光沢と潤いを！
●専用のコンディショナーで滑水性能と光沢を回復させ、潤いのある
　ボディーを体感して頂けます。
●ボディーコートを施工して頂いて
　いるお車は、より一層効果を体感
　して頂けます。
撥水イメージ

▲

●門型洗車機での施工のため乗用車のみの施工となります。●枝幸店、羽幌店では施工を行っておりません。

施工面 未施工

ご一緒に撥水ボディーコート
洗車はいかがですか？

特別
価格

ご入庫いただいた
お客様限定！ 400円!!（税込）

おすすめセット

3,960円（税込） 2,178円（税込） 2,728円（税込）
〈国産乗用車〉
工賃、部品セットで 6,900円（税込）

オイル交換（4ℓ） フィルター交換
添加剤
SX5000

●地面に対して垂直でない、もしくは車両に対して直角
　でない壁、車幅に対して途中で途切れている障害物
●針金、フェンス、標識の支柱など細い障害物、人・布
　・生垣などの音波が反射しにくい障害物、スポンジ・
　雪など超音波を吸収しやすい障害物

後退時に約5km/h以
上になってもアクセ
ルを踏み続けるか…

進行方向約3m以内に
ある壁を検知し、お
知らせします。

万が一ブレーキと間違
えてアクセルを強く踏
んでしまっても、加速
が抑制されます。

また、同時に車内の表
示機にアラートが表示
されます。

約5km/h以上でアク
セルを踏んでしまっ
ても加速が抑制され
ます。

また、同時に車内の
表示機にアラートが
表示されます。

後退時に速度が出過ぎないよ
うに、加速を抑制します。

前方・後方の障害物に向かっ
て、急発進してしまった場合の
加速を抑制します。

センサーが検知しない障害物

●センサーに泥や雪・氷が付着しているとき、強い風・
　雨・雪など天候の悪いとき
●自転車、歩行者などが障害物と車両の間を横切ったとき

システムが正常に作動しない場合

●踏切の遮断機や駐車場、ETCのバーに向かって走行ま
　たは手前で停車したとき
●立体駐車場のスロープの壁や柱に向かって走行または
　手前で停車したとき
●前方車両に近い状態で走行または停車したとき

システムが作動してしまう場合

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱書」をよくお読みの上、
ご使用ください。

約3m 約5km/h

アクセルを
離してください

電源

OFF

アクセルを
離してください

電源

OFF

 表示機のブザー音「ピピピピ…」

 表示機のブザー音
「ピッピッピッ…」

 表示機のブザー音
「ピー…」

機能を一時停止したい
場合は…

●表示機の上面部にあるスイッチを押して
　機能をオフにします。
●スイッチを押し直す、またはエンジン／
　ハイブリッドシステムを再始動すると、
　機能が復帰します。
●スタッフにお問い合わせください

1
機 能

2
機 能

踏み間違い加速抑制システムの機能

取付可能車種

快適なお出かけを
お手伝いする用品

トヨタ純正 販売店装着オプション

備えませんか？

今 お乗りの車に装着できる！万が一の

踏み間違いに

踏み間違い加速抑制システムは
そんな時をサポート！

ヒ
ヤ


