
おかげさまで創業 74 周年

■インテリジェントクリアランスソナー、リヤクロストラフィックオートブレーキ、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などの予防安全
装置は、ドライバーの安全運転を支援するためのものです。機能を過信せず、安全運転を心掛けてください。■グレードによって予防安全装置の設定が異なる場合があります。■予防安全装置の各機能の作
動には、速度や対象物等の条件があります。また、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。詳しくは、取扱書、またはＷＥＢをご覧いただくか、販売店スタッフにおたずねください。

期間中、新車のトヨタ車※を
ご成約いただいたお客様に、

いずれか1品プレゼント!
期間：2020年9月5日（土）～13日（日）

キャンペーン

安 心
し て 移 動 で き る ク ル マ を も っ と 気 軽 に 。

コロナ対策
支援団体への
寄付も可能！

キャンペーン
対象条件

新車購入でTS CUBIC CARDポイント

キャンペーン
申し込み期間

対象車

６月12日（金）～　　      9月30日（水）2020年 2020年

トヨタの新車

※期間中にご成約いただき、且つ2020年12月末までにご登録

※１.対象のクレジット契約はトヨタファイナンス（株）の「残価設定型クレジット」または「残額据置き払い」が対象です。※２.使ってバック契約のお申し込み・ご利用には一定の条件がございます。詳しくはトヨタファイナンス㈱Webページ（https://www8.ts3card.com/point/use_back.html）で確認、もしくは店舗スタッフにお問い合せください。

＊8月31日（月）現在

をご利用※2

「残価設定型クレジット」
「残額据置き払い」

上記期間内での
対象車ご注文

いずれかのご利用※1＊2020年12月末までのご登録が対象です。

120,000円分120,000円分
80,000
（ポイント利用例）
８0,000ポイントを
全て「使ってバック」に
ご利用※2した場合

としておクルマのクレジットに充当できます。

1ポイント=1.5円
（ハリアー、RAV4 PHV、ヤリス クロス、
  ピクシスシリーズ、コペン GR SPORTを除く）

期間：2020年9月1日（火）～9月30日（水）

差額をご負担いただくことで、「グラスコーティングガードコスメSP」
「CPCプレミアムコーティング  ダブルG」にアップグレードいただけます。

アクア・C-HR・ヤリス・ルーミー・タンク・
ポルテ・スペイド・シエンタ・パッソ対象車

2020.9.5 ［土］▶▶13［
日］

※9月7日（
月）は本店

のみ営業い
たします。

高知を応
援! 

＊写真はイメージです。※リース車両を除きます。

期間中、対象の新車ご成約時トヨタ純正ナビゲーションまたはナビキット
（ディスプレイオーディオ装着車の場合）を同時装着いただいたお客様に、
トヨタ純正用品7万円分プレゼントいたします。

ナビ

※期間中、対象の新車をご成約いただき、2020年12月25日(金)までにご登録いただけるお客様に限ります。
※ベーシック用品、 トヨタ純正ナビゲーション、エントリーナビキット、T-Connectナビキットは対象外となります。

展示・在庫車
クリアランスセール 期間：2020年9月1日（火）

　　 ～9月30日（水）

期間中、新車の展示・在庫車をご成約いただいたお客様に、ご成約特典こちらからチェック

愛車の輝きを美しく保つ
ボディコーティング

プレゼント

50,000円50,000円

de オプション

さらにC-HRは特典をプラス!

offoff
エアロパーツセットエアロパーツセット

オススメ
オプショ

ン! 70,000円分70,000円分
プレゼントプレゼント

  スグ
乗れる!
スグ
乗
  スグ
乗れる! 「CPCガラスコート」

MY COLOR IS MY LIFE
シンプルでありながら豊かなニュアンス、引き締まったスタイル。
安全装備もプラスした特別仕様車。

C-HRNEW C-HR特別仕様車  
G"Mode-Nero Safety Plus" 
1.8Lハイブリッド車　2WD　5人乗り

車両本体価格 3,045,000円

車両本体価格にメーカーオプション価格
（ボディカラーのホワイトパールクリスタル

シャイン〈070〉 33,000円）は含まれておりません。

車両本体価格にメーカーオプション価格（ボディカラーのホワイトパール
クリスタルシャイン〈070〉 33,000円）は含まれておりません。

G"Mode-Nero Safety Plus"
特別仕様車

もっと安全に。
もっと便利にスタイリッシュに。

AQUA
S"Style Black"
特別仕様車

SPADE F"Safety Edition"
特別仕様車 SIENTA FUNBASE G"Safety Edition"

特別仕様車 PASSO MODA“Charm”
特別仕様車

特別装備
インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

+
リヤクロストラフィックオートブレーキ

［パーキングサポートブレーキ
（後方接近車両）］

パノラミックビューモニター

特別装備
インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］
スマートエントリーパッケージ

安心と一緒に走ろう。 家族の安全を全力サポート!
NEW HERO! SIENTA!

Follow your heart
かわいいを、ためらわない。

特別装備
インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

HIDパッケージ
ナビレディパッケージ

アクア特別仕様車  S"Style Black"
1.5Lハイブリッド車　2WD　5人乗り

車両本体価格 2,068,000円
ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。
内装色は特別設定色のブラック。

スペイド特別仕様車 
F"Safety Edition"
1.5L　2WD　5人乗り

車両本体価格 1,990,000円
ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。

特別装備
スーパーUVカットパッケージ
運転席シートヒーター

パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ

パッソ特別仕様車
MODA“Charm”
1.0L　2WD　5人乗り

車両本体価格 1,617,000円特別装備
インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ（静止物）］

パノラミックビュー対応
ナビレディパッケージ

シエンタ特別仕様車
FUNBASE G"Safety Edition"
1.5L　2WD　2列シート車　5人乗り

車両本体価格 2,155,000円

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,068,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・34,969円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・33,300円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・・・・413,600円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・2,379,969円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・・・・413,600円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%
残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

33,300円月
々

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,045,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・・46,888円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・・41,700円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・1,096,200円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・3,561,688円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,096,200円

60回（5年）払いのお支払い例

実質年率 4.9%

残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法は3つの選択肢
から選べます

41,700円月
々

頭金・ボーナス払いなし

NEW

NEW

NEW
NEW

車両本体価格にメーカーオプション価格（ホワイト
〈W09〉×ジューシーピンクメタリック〈R73〉［XG7］特別
設定色 55,000円、165/65R14タイヤ&14×5Jアルミホ
イール 44,000円、LEDフロントフォグランプ 22,000円）
は含まれておりません。

期間中、C-HR（新車）ご成約時、下記エアロパーツ
セットを5万円引きにてご提供いたします。

選べる! ご成約特典

進化を続ける次世代の
予防安全パッケージを標準装備。
【安全装備】
Toyota Safety Sense
[X“B”パッケージを除く〈全グレードに標準装備〉]
・プリクラッシュセーフティ
 （歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］検知機能付衝突回避
  支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）
・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(ブレーキ制御付)
・オートマチックハイビーム
・ロードサインアシスト

ヤリス  G
1.5L　CVT　2WD　5人乗り

車両本体価格 1,756,000円
車両本体価格にメーカーオプション価格（ボディカラーのブラック〈202〉
×コーラルクリスタルシャイン〈3U7〉［2SR］ 77,000円）は含まれており
ません。■写真は合成です。

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,756,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・28,140円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・26,700円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・・・・456,560円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・2,033,300円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・・・・456,560円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%
残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

26,700円月
々

頭金・ボーナス払いなし頭金・ボーナス払いなし

MODERISTA エアロキットB
（ELEGANT ICE ・ 
 BOOST IMPULSE）

TRD エアロパーツセット 
Street Monster 
+ ドレスアップマフラー

TRD エアロパーツセット 
Field Monster + ドレスアップマフラー

※期間中、対象の新車をご成約いただき、2020年12月25日(金)
までにご登録いただけるお客様に限ります。

期間：2020年9月1日（火）～9月30日（水）

2.7インチ液晶搭載

ウェルカムジョン万
カンパニー様
「商品詰め合わせ」

久保田食品株式会社様
「おすすめカップ12個セット」

望月製紙株式会社様
「献上ロールとうさぎ
  詰め合わせ」

城西館様
「ロールケーキ&
  大福セット」

駐車監視機能
（最大12時間）
を標準装備!前後2カメラで

映像の記録が可能!



BLACK EDITION

■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。■車両本体価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。掲載価格は消費税率10%に基づく税込み価格となっております。■車両本体価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。■メーカー装着のETCユニット／
ETC2.0ユニットは別途セットアップ費が必要となります。■ボディカラーおよび内装色は、撮影および印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■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。■残価設定型プラン終了時の条件等、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。■掲載
の内容は2020年8月25日現在のものです。

あなたにピッタリな乗り方はどっち？
＊1.最終回のお支払いは不要
ですが、走行距離・内外装減点
等の一定の基準を超えておクル
マをご使用になった場合は、精
算金のお支払いが必要となる
場合がございます。（詳しくは、店
舗のスタッフへお問い合わせく
ださい）＊2.お買い取りの際に引
き続き分割払いをされる場合、
別途条件がございます。●クレ
ジットご利用には条件がござい
ます。
※設定車種等、詳しくはスタッ
フまでお問い合わせください。

車両代金のお支払いは購入時の
「頭金十割賦手数料」と契約満了
時の「据置き額」の2回払いです。現
金一括払いに比べて購入時の負担
が軽くなります。

車両価格の一部をあらかじめ残価として据置き
残りの金額を毎月計画的にお支払いいただく自
動車クレジットです。一般的なクレジットよりも
月 の々お支払い負担を軽くでき※、カーライフを満
喫できます。※最終回のお支払い金額をのぞく

残価設定型クレジット 支払い回数：36回（3年）、48回（4年）、60回（5年） 期間：1～5年　支払い回数：2回

上記どちらの「買い方」も最終回のお支払いは、お客様のライフ
スタイルの変化に応じて３つの方法よりお選びください。

お客様相談テレホン

頭金だけで欲しかったクルマに乗れる！月々のお支払いの負担を軽くできる！一般的な
クレジットよりも

本社／高知市北御座３番３９号  営業時間／9：00▶19：00

残価設定型クレジット
とセットなら、さらに
月々の負担が軽く！

※上記はあくまでもイメージであり、実際の契約内容によって異なることがあります。詳しくは販売店でご確認ください。

TS CUBIC CARD
を使う！

〈残価設定型クレジット〉 ※毎月充当の場合

残額据置き払い
とセットなら

TS CUBIC CARDのご利用でたまったポイントをおクルマの
クレジットご利用期間中に新車購入の場合1ポイント＝1.5円
でキャッシュバックできるトヨタならではの商品です。
月に60,000円分TS CUBIC CARDを使うと

600ポイント獲得!
なんと1年間で

7200ポイント
たまる!

1.5倍で
キャッシュバック!

毎年、指定月に10,800円
お客様の口座へキャッシュバック（現金振込）!

カードのポイントをキャッシュバック!

さらに負担が軽くなる

ボディカラーはブラック〈202〉。内装色はブラック。車両本体価
格にメーカーオプション価格（クリアランスソナー＆バックソナー
15,400円、ディスプレイオーディオ+T-Connectナビキット+マ
ルチテレインモニター 462,000円）は含まれておりません。 ※マ
ルチテレインモニターを装着しているため、補助確認装置（2面鏡
式）が非装着となっています。■写真は合成です。

専用メッキを施した精悍なスタイルと、
心を豊かにする特別な装備を搭載。

生誕40周年を飾る特別仕様車。
「黒」と「赤」の衝撃が走る。
生誕40周年を飾る特別仕様車。
「黒」と「赤」の衝撃が走る。

専用18インチアルミホイールや、上質でスポーティ
テイストを高めたシートを特別装備。
専用18インチアルミホイールや、上質でスポーティ
テイストを高めたシートを特別装備。

車両本体価格にメーカーオプション価格（ボディカラーの
プレシャスブラックパール〈219〉 55,000円）は含まれて
おりません。■写真は合成です。

ALL  NEW

特別仕様車　S“Safety Plus Ⅱ”

全車
標準設定

ホリデイスポーツ
南国市消防署

走り、扱いやすさ、安全性、そして経済性で
コンパクトの常識を超えてきたヤリスの個性はそのままに、
積載力とオフロードの走破性、最新の安全性能をプラス。
日常をもっと自由にする、ヤリス クロス、デビュー。

展示車をご用意しております。
詳しくはこちらをチェック→

撥水洗車＋室内清掃
洗車撥水イメージ

停電などの
非常時に
電気製品が
使える!

通常価格
2,200円

特別
価格 1,390円　 ※写真のアルミホイールはイメージです。商品には含まれておりません。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2020年9月11日（金）までにご予約いただいたお客様に限り
組替料+バランス調整料相当額を値引きいたします。

クルマは、チリ・ホコリや
排気ガス等で汚れてい
ます。こまめな洗車が、
愛車をキレイに維持す
るためには必要です。

ヤリス クロス HYBRID Z
1.5Lハイブリッド車　2WD　5人乗り

ヤリス クロス HYBRID Z
1.5Lハイブリッド車　2WD　5人乗り  車両本体価格 2,584,000円
車両本体価格にメーカーオプション価格（ボディカラーのブラックマイカ〈209〉×ブラスゴールドメタリック
〈5C2〉［2TY］ 55,000円）は含まれておりません。■写真は合成です。 

アルファード特別仕様車  S"TYPE GOLD"
2.5L　2WD　7人乗り  車両本体価格 4,240,000円
車両本体価格にメーカーオプション価格(ボディカラーのラグジュアリ-ホワイトパールクリスタルシャイン
ガラスフレーク〈086〉 33,000円)は含まれておりません。■写真は合成です。

カムリ特別仕様車　WS“Black Edition”
2.5Lハイブリッド車　2WD　5人乗り  車両本体価格 4,208,000円
車両本体価格に特別設定色（ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉 55,000円）は含まれておりません。
内装色のレッドは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。

クラウン特別仕様車  HYBRID  2.5 RS“Limited”
2.5Lハイブリッド車　2WD　5人乗り  車両本体価格 5,389,000円
車両本体価格にメーカーオプション価格(ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉 55,000円)は
含まれておりません。■写真は合成です。

頭金・ボーナス払いなし
●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,584,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・39,425円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・35,000円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・・・・956,080円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・3,025,505円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・・・956,080円

60回（5年）払いのお支払い例

実質年率 4.9%

残価設定型クレジットなら ■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

35,000円月
々

ライズ　X“S”
1.0Lターボ車　2WD　5人乗り

 車両本体価格 1,745,000円
ボディカラーはターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉。

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,745,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・24,696円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・24,200円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・・・・610,750円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・2,039,046円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・・・610,750円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%
残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

24,200円月
々

頭金・ボーナス払いなし

プリウス特別仕様車
S“Safety Plus Ⅱ”　
1.8Lハイブリッド車　2WD　5人乗り

車両本体価格 2,755,000円
車両本体価格にメーカーオプション価格（ボディカラーの
プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 33,000円）は含ま
れておりません。    

●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,755,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・42,711円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・39,400円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・・・・881,600円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・3,209,511円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・・・881,600円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%
残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

39,400円月
々

頭金・ボーナス払いなし

毎日をアクティブに楽しむ、
迫力満点のコンパクトSUV。

ハリアー G
2.5Lハイブリッド車　2WD　5人乗り

車両本体価格 4,000,000円 ●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・51,087円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・50,700円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・1,720,000円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・4,711,687円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・1,720,000円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%
残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

50,700円月
々

頭金・ボーナス払いなし

またひとつ、世界を新しく。

ボディカラーはオキサイドブロンズメタリック〈6X1〉。
■写真は合成です。

ハイラックス　Z
2.4Lディーゼル車　4WD　5人乗り

車両本体価格 3,876,000円
●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,876,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・45,559円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・43,300円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・2,054,280円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・4,611,239円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・2,054,280円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%

残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

43,300円月
々

頭金・ボーナス払いなし ランドクルーザープラド特別仕様車
TX“Lパッケージ・Black Edition”
2.8Lディーゼル車　4WD　7人乗り

車両本体価格 5,089,000円
●車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,089,000円
●初回（2021年1月）お支払い額・・・・・・・・61,068円
●月々お支払い額（×58回）・・・・・・・・・・・・・・・60,700円
●最終月（60回目）お支払い額・・・・・・2,442,720円
●お支払い総額（割賦販売価格）・・6,024,388円

①お乗り換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②車両ご返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③お買い上げ・・・・・2,442,720円

60回（5年）払いのお支払い例 実質年率 4.9%
残価設定型クレジットなら

■最終月（60回目）のお支払い方法
は3つの選択肢から選べます

60,700円月
々

頭金・ボーナス払いなし

NEW

DEBUT!

黒をまとい、誇り高く。
大自然の中を駆け抜ける時も、街角に静かにたたずむ時も。
ブラックに彩られた上質なスタイルで、堂々と力強く、個性を主張する。
特別なランドクルーザープラド、誕生！

特別仕様車

期間：9／12（土）・ 13（日）

期間：9／5（土）▶13（日）

ヨコハマタイヤ商品

予防安全パッケージ
“Toyota Safety Sense”に加え、
バック、車線変更といった、より慎重な
運転が求められるシーンをサポートする
リヤクロストラフィックアラートなどの
装備をプラスした特別仕様車。

■運転支援機能のため、検知範囲、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。 ■道路状況、車両状態、天
候状態およびドライバーの操作状態等によっては、システムが正しく作動しない場合があります。 ■安全運転を支援するシステムは、あく
まで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。 
■詳しくは取扱書やWEBまたは販売店スタッフにおたずねください。

ご成約特典
新型ヤリス クロスをご成約いただいたお客様に
1/30スケール
ミニカー をプレゼント
※カラーはお選びいただけません。

▶
 

どんなときでも
温かい食事を。

SALE!20%OFF 当社通常
価格より

先着
30

名
様

安全と安心で選ぶなら、このプリウス。

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

※プリウスの場合

（ガソリン満タン／
 消費電力400W時）

電力供給時間

約4 5日

※車両によって設定が異なります。

AC100Vで最大消費電力1500W以下の
電気製品を全車で使用可能になりました。
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