
ありがとう！
当社お客様限定
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J u n e

徳島市昭和町4丁目25 

TEL.088-622-7141

本店

徳島市中前川町5丁目1-300 

TEL.088-623-4811

オートモール店

鳴門市大津町木津野字池ノ内12-4 

TEL.088-686-0125

鳴門店
三好郡東みよし町西庄字岸上17-1 

TEL.0883-82-4700

三加茂店

阿南市宝田町荒井9 

TEL.0884-22-1840

阿南店

吉野川市鴨島町麻植塚字向麻山北129-6

TEL.0883-26-1700

鴨島店

美馬市脇町字拝原1560-6 

TEL.0883-52-1125

脇町店 U-Car Shop

長年お車を大切に使用して
いただいた方に感謝をこめて

マスク 検温 換気 消毒液 パーテーション 除菌

弊社では、お客様の
安全・安心を第一に考え、
コロナ対策を実施しております。

円
オイル交換ご家族のお車の を

で実施いたします。

徳島トヨタに初めてご入庫されるクルマ限定！

●オイル量5リットル以下の国産ガソリン車、国産HV車に限る。 ●使用オイルはトヨタ純正
5W-30となります。  ●HV車はご希望により追加500円で省燃費オイルに変更可能です。
●おひとり様1回のみ有効。 ●有効期限／2021年7月末日まで。

1,100
徳島市南前川町5丁目1-15 

TEL.088-652-0358

お得
です

2021

上乗せ査定額に
さらに

８年間お乗りの
あなたに

8万
円

上乗せ
さらに

下取り
査定額

に

９年間お乗りの
あなたに

9万円上乗せ
さらに

下取り
査定額

に

１０年間以上お乗りの
あなたに

10万円上乗せ
さらに

下取り
査定額

に

特別企画

TOYOTAの月面車ルナクルーザー抽選で20名様に
プレゼント

tomicaミニカー 
月面車ルナクルーザー／scale 1/110

期間中、アンケートにご協力いただいた方

万円
198

　　対象車種：アクア、ヴィッツ、ノア、ヴォクシー、エスクァイア、シエンタ、ポルテ、スペイドなど
＊年式等によって取り付けできない場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

■掲載の価格には、保険料、税金（消費税を除く）登録料などの諸経費は含まれておりません。掲載車両は消費税10%に基づき表示しています。■掲載の車両は2021年5月21日現在のものです。■フル装備／エアコン、パワーステアリング、パワーウインドウ、ステレオ
■全車定期点検整備（納車時）実施します。整備費用は販売価格に含みます。■表中［　］内は車体番号下3桁です。■電話でのご予約や抽選等は行っておりません。■売約済みの場合は、ご了承下さいますよう、お願いいたします。

現在お乗りのおクルマを高額下取り査定！

「アウトドアライフをもっと素敵に！」をコンセプトに展
開する「TAG STORE」。人気ブランド「スノーピー
ク」は、ショップインショップとして、ハイエンドなアウト
ドア製品を豊富に品揃え。「オートモール徳島」ホーム
ページでは、スノーピーク製品のご紹介や新情報を随
時発信しております。アウトドアのみならず、お家やオ

OUTDOOR TAG

S t o r e ［徳島トヨタ オートモール店内］

徳島市中前川町5丁目1-300 

TEL.088-611- 8577

HARD CARGO
軽トラ乗りの仕事と遊びを
パワーアップするタフ
＆クールな専用
ラックキット

アウトドアライフをもっと楽しくCOOLに！
フィスでお洒落に使えるアイテムもいっぱいあります
ので、ぜひお気軽にチェックしてみてください！
そして新たに、エフクラス社の「ハードカーゴ」を正規
取扱いスタート！ 「ハードカーゴ」とは、「積める・遊べ
る」をコンセプトにした軽トラック専用ラックキット。
「あったらいいなぁ」をカッコ良く満たす優れモノです。
軽トラ乗り必見です！ さらに、注目の2人仕様トラベル
ワゴン「RICORSO」の正規取扱いも開始！ 両車とも、
オートモール徳島「TAG STORE」内に展示！詳しくは
オートモール徳島ホームページをご確認ください。

に、お気軽にお立ち寄りくださいませ。
★「オートモール徳島」内のフィアット／アバルト徳島準備
室では、サービス・ご商談等の受付を開始しております。
お気軽にご相談ください。試乗車も準備中ですので、詳し
くは下記までお問い合わせください。

FIAT TAG
フィアット／
アバルト徳島

イタリアを代表するお洒落なコンパクトカー「FIAT」が
オートモール徳島に仲間入り。110年以上愛されてき
たスタイリッシュで個性的なスタイリング、遊びゴコロ
あふれる世界観を、ぜひあなたも見て触れてお楽しみ
ください。（2022年春頃グランドオープン予定）
★「オートモール ラウンジ」にて実車展示中！
ただ今、イオンモール徳島1階「オートモール ラウン
ジ」内にて、フィアットのカブリオレタイプ「500C 
MIMOSA 2」を展示しております。お買い物ついで

5月15日(土)より、

準備室オープン！

■フィアット／アバルト徳島 準備室
徳島市中前川町5丁目1-1 
オートモール徳島内　
TEL：088-622-0600

TRAVEL 
WAGON
モダンな内装デザイン
が大人リッチな、2人仕様
キャンピングカー

U-car S E L E C T I O NT O K U S H I M A  T O Y O T A 今月の特選中古車
H30年式ゴルフ TSI ハイライン
［015］1400cc・AT・5ドア・黒
●走行：26000km●車検整備付
●装備：フル装備
・CD・ABS・ABG
・AW・ナビ・TV
・修復歴なし

万円
180

H28年式オーリスRS
［645］1800cc・MT・5ドア・赤
●走行：33000km
●車検整備付
●装備：フル装備
・CD・ABS・ABG
・社外AW
・修復歴なし

万円
133

H30年式プリウスSセーフティ
プラスツートン
［224］1800cc・AT・5ドア・青ツートン
●走行：57000km
●車検整備付
●装備：フル装備
・CD・ABS・ABG
・AW・ナビ・TV
・修復歴なし

※写真はイメージです。実際の車両とは仕様が異なります。

おすすめお支払い方法！
トクラクプラン



安心・安全を
アップグレード！

※作業詳細、施工価格等については、スタッフまでお声がけください。

3年間
保証付

愛車の光沢 艶を蘇らせ、
その美しさを長期間守るために。

現在
お乗りの愛車の光沢・艶を復活

下地処理 施工後最終確認

HDD SD
USB用16,500円～ 21,450円～お出かけ前の

地図更新 新発売トヨタ純正
61

洗車

キャンペーン
実施中！

3,300円~

3,300円~

可視光応答型
消臭・防臭 抗菌

光触媒スプレー
 車内のわずかな光により
その効果が得られます

 通常価格3,740円

抗ウィルス

※上記セット価格に1,200円プラスでプレミアムクリーンエアフィルターにグレードアップ

5,060円～
セット特別価格

7,040円～

4,800円～
セット特別価格

クリーンエアフィルターと お得セットの場合は
さ
ら
に

可視光応答型

消臭・防臭
抗菌

光触媒スプレー
 車内のわずかな

光により

その効果が得られ
ます

抗ウィルス

 通常価格 2,200円
3,740円

１，７６０円

 通常価格 800円1,760円

３０6
２０２１１火 水

快適
の季節も

ドライブ

雨天視界確保

ワイパーゴム交換のお客様に嬉しい特典

取り替え
工賃 無料 ウォッシャー液

満タンサービス

ワイパー交換と同時施工で

3,800円～

今なら特別価格6,800円定価8,580円

CPCガラスコートSP

対象車種：アクア・ヴィッツ・ノア・ヴォクシー・エスクァイア・シエンタ・ポルテ・スペイド・他※年式等によっては取り付けできない場合があります。詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。

プリクラッシュセーフティ昼間の歩行者検知機能追加キット

現在の先行車検知に
歩行者（昼）検知をプラス

洗車＆室内簡易清掃
及び触れた部分の除菌サービス実施中！！

徳島トヨタでは、
各サービスメニュー
作業終了後に

全入庫車両にハンドルカバー、シートカバー、
足マットを装着のうえ作業を行います。


