
 

●２５００ ロイヤルエクストラ ������万円（税込） 
　～３０００ ロイヤルサルーン G �����万円（税込） 
※４WDもございます。 

■クラウンロイヤル 

●４３００ Aタイプ ２WD �����万円（税込） 
　～４３００ Cタイプ i-Four ４WD ������万円（税込） 

■クラウン マジェスタ 

●２５００ アスリート �����万円（税込） 
　～３０００ アスリート Gパッケージ �	���万円（税込） 
※２５００には４WDもございます。 

■クラウンアスリート 

●A仕様 ����	�万円（税込） 
　～C仕様 Fパッケージ インテリアセレクション �����万円（税込） 

■セルシオ 

●２５００ アスリート ��	���万円（税込） 
●３０００ アスリートG ��
万円（税込）　※４WDもございます。 

■クラウンエステート 

●４３００cc ���万円（税込） 
●ノーブルカラーエディション４３００cc ��
��万円（税込） 

■ソアラ 

■ブレビス 
●Ai ２５０ �����万円（税込）　●Ai ３００ �����万円（税込） 
　※４WDもございます。 

岡山トヨタラインナップ 

岡山商工会議所 
テレビせとうち 

TSC

回生クリニック 
トマト銀行 

ソシミエール 
岡山 

西日本放送 
RNC

岡山トヨタ 
野田店 
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岡山トヨタ 
野田中古車センター 

フォルクスワーゲン正規ディーラー 

岡山トヨタ自動車株式会社 

●ホームページ  http://okayamatoyota.com/duo/ 
●ご意見・ご要望は、メールでも受付けています。　 
        duo@okayamatoyota.com

●車両本体価格は、2004年9月現在の価格です。 
●表示価格は消費税を含む車両本体価格です。 
●車両本体価格には、保険料、税金（消費税含む）、 
　登録に伴う諸費用は含まれておりません。 
●価格を予告なく変更する場合があります。 
●ご不明の点につきましては、 
　営業担当者におたずねください。 

［車両本体価格］ 
New Beetle（2Dr.4A/T）252.0万円（税込） 
～Cabriolet Plus（2Dr.6A/T）350.7万円（税込） 

［車両本体価格］  
Touareg V6 （4Dr.6A/T）523.95万円（税込） 
Touareg V8 （4Dr.6A/T）681.45万円（税込） 

岡山岡山ドーム 岡山ドーム 
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●２４００J ２WD ８人乗り 	������万円（税込） 
　～３０００Gレザーセレクション ４WD ７人乗り 
　　　　　　　　　　  ������万円（税込） 

■エスティマT

■ランドクルーザー１００ 
●４７００cc VX ���万円（税込） 
　～４７００cc シグナス �����万円（税込） 
※ガソリン・ディーゼル両タイプございます。 

 

■ハイラックスサーフ 
●２WD ２７００cc SSR-X アメリカンバージョン 	����万円（税込） 
　～４WD ３０００cc ディーゼル SSR-G �����万円（税込） 

●バン：１.５U ２WD 
	��
万円（税込）～１.５UL-X ４WD 
������万円（税込） 
●ワゴン：１.５TX ２WD 
������万円（税込）～１.５TX-G ４WD 
������万円（税込） 
※バンにはディーゼル車もございます。 

■サクシード ■カルディナワゴン 
●２WD １.８ X 
�	���万円（税込） 
　～４WD ２.０ GT-FOUR N エディション ������万円（税込） 

●２７００cc RX ３ドア 	����万円（税込） 
　～３４００cc TZ“Gセレクション”５ドア �
����万円（税込） 
※ガソリン・ディーゼル両タイプございます。 

■ランドクルーザープラド 

●表示価格は消費税を含む車両本体価格です。●車両本体価格はタイヤ交換工具一式つきの価格です。
●各種税金、保険料、登録料など諸費用は別途申し受けます。 
●車両本体価格にはオプション価格は含まれません。●車の写真とは一部異なる場合もあります。 

環境にやさしい。 
岡山トヨタの 
ハイブリッドカー。 

■エスティマ ハイブリッド ■プリウス 

●標準 ８人乗り ��
���万円（税込） 
●Gセレクション ８人乗り ���万円（税込）※７人乗りは��
�万円（税込）高 

●プリウスS 		����万円（税込） 
　～プリウスG“ツーリングセレクション” 	�����万円（税込） 

●A１５ 
������万円（税込） 
　～A２０ Sパッケージ 	
����万円（税込）　※４WDもございます。 

■アリオン 

［車両本体価格］ 
Lupo（2Dr.4A/T）157.395万円（税込） 
～GTI（2Dr.6M/T）226.8万円（税込） 

［車両本体価格］  
Polo （2Dr.4A/T）176.4万円（税込） 
 （4Dr.4A/T）197.4万円（税込） 

［車両本体価格］ 
Golf Wagon E （4Dr.4A/T）247.8万円（税込） 
Golf Wagon GLi （4Dr.4A/T）288.75万円（税込） 
Golf Wagon GT （4Dr.5A/T）313.95万円（税込） 

［車両本体価格］ 
Golf Touran E （4Dr.6A/T）271.95万円（税込） 
Golf Touran GLi （4Dr.6A/T）313.95万円（税込） 

［車両本体価格］  
Bora (4Dr.4A/T)282.45万円（税込） 
～V6 4MOTION （4Dr.6M/T）383.25万円（税込） 

［車両本体価格］  
V5 (4Dr.5A/T)366.45万円（税込） 
～W8 4MOTION（4Dr.5A/T）555.45万円（税込） 

［車両本体価格］  
Passat Wagon (4Dr.4A/T)313.95万円（税込） 
～W8 4MOTION（4Dr.5A/T）568.05万円（税込） 

［車両本体価格］ 
Golf E （4Dr.6A/T） 240.45万円（税込） 
Golf GLi （4Dr.6A/T） 278.25万円（税込） 
Golf GT （4Dr.6A/T）299.25万円（税込） 

岡山ドーム 
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