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あなたも実践してみませんか。エコドライブ　　 のすすめ

自動車取得税 と 自動車重量税 が軽減されます!！自動車取得税 自動車重量税
2019年9月30日までの新規登録車 2021年4月30日までの新規登録車

も続いています！グリーン化特例グリーン化特例
2021年3月31日までの新規登録車

ご購入翌年度の 　 自動車税 　が優遇されます!！
●ご購入時には、減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。

●詳しくは販売店におたずねください。

エコカー減税まだ続いています。
（環境対応車  普及促進税制）

概ね75％
減税

概ね50％
減税

2020年度燃費基準＋20％ 2020年度燃費基準＋10％

+

初回継続車検時も＊

概ね25％
減税

自動車取得税

25％
減税

自動車重量税

+

2020年度燃費基準＋10％

概ね50％
減税

自動車取得税

50％
減税

自動車重量税

+

2020年度燃費基準＋30％ 2020年度燃費基準＋20％

+

2020年度燃費基準達成

100％
減税

自動車取得税

100％
減税

自動車重量税

100％
減税

自動車重量税

平成17年
排出ガス規制値75％低減

or
平成30年

排出ガス規制値50％低減以上

or

＊燃料電池車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル乗用車、2020年度燃費基準＋90％達成車が減税の対象となります。

概ね20％
減税

自動車取得税

25％
減税

自動車重量税

平成17年
排出ガス規制値75％低減

平成30年
排出ガス規制値50％低減以上

or
平成17年

排出ガス規制値75％低減

or
平成17年

排出ガス規制値75％低減
平成30年

排出ガス規制値50％低減以上
平成30年

排出ガス規制値50％低減以上

クリーンディーゼル乗用車

燃料電池車

2020年度燃費基準＋50％2020年度燃費基準＋90％ 2020年度燃費基準＋40％

+ or

or

or
平成30年

排出ガス規制値50％低減以上
平成17年

排出ガス規制値75％低減

平成27年度燃費基準＋15％達成以上

+
平成21年排出ガス規制値より

NOx・PM10%低減

or 平成30年
排出ガス規制適合

2020年度
燃費基準＋50％

2020年度
燃費基準＋40％

2020年度
燃費基準＋30％

+

2020年度
燃費基準＋90％

平成17年
排出ガス規制値75％低減

or
平成30年

排出ガス規制値50％低減以上

or

or
プラグインハイブリッド車

クリーンディーゼル乗用車

燃料電池車

or

or

or
プラグインハイブリッド車
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●減税額表示について
CEV補助金による
最大補助金額

エコカー減税額
（新車購入時の
自動車取得税+自動車重量税）

対象グレード ： ハイブリッド車

対象グレード ： 全グレード
特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（5人乗り）の場合

約121,500円も優遇約92,000円減税

●エコカー減税

約29,500円減税

●グリーン化特例

約169,100円も優遇約135,600円減税

●エコカー減税

約33,500円減税

●グリーン化特例

G“レザーパッケージ”の場合

約142,400円も優遇約112,900円減税

●エコカー減税

約29,500円減税

●グリーン化特例

HYBRID Giの場合対象グレード ： ハイブリッド車

約187,300円も優遇約153,800円減税

●エコカー減税

約33,500円減税

●グリーン化特例

PROGRESS “Metal and Leather Package”（ハイブリッド車）の場合

グリーン化特例減税額

（ご購入翌年度の自動車税）

初回継続車検時も自動車重量税 100%減税

CEV補助金
（クリーンエネルギー

自動車導入事業費補助金）それぞれ100%減税

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）

概ね 75%減税

エコカー減税（新車ご購入時の自動車取得税＋自動車重量税）

トヨペット店“エコカー減税”＋“グリーン化特例”対象車ラインアップ
（環境対応車 普及促進税制）

対象グレード ： 全グレード

Photo:特別仕様車 G“Cozy Edition”
(2WD)[ベース車両はG(2WD)]。
ボディカラーは
ブラックマイカメタリック〈X07〉。

約14,400円減税

特別仕様車 

G“Cozy Edition”(2WD)の場合

●エコカー減税

対象グレード ： 全グレード

Photo:FUNBASE G
（ガソリン車・5人乗り・2WD）。
ボディカラーはベージュ〈4V6〉。約15,600円減税

FUNBASE G

（ガソリン車・5人乗り・2WD）

の場合

●エコカー減税

対象グレード ： ガソリン車 2WD車

Photo：特別仕様車 F“Raffine”（2WD）
［ベース車両はF（2WD）］。
ボディカラーは
クリームベージュ〈4V9〉。

約15,700円減税

●エコカー減税

対象グレード ： 2WD車

対象グレード ： ハイブリッド車
特別仕様車 G“Mode-Nero”の場合

約126,400円も優遇約96,900円減税

●エコカー減税

約29,500円減税

●グリーン化特例

対象グレード ： 全グレード
A“ツーリングセレクション”（2WD）の場合

約127,100円も優遇約97,600円減税

●エコカー減税

約29,500円減税

●グリーン化特例

初回継続車検時も自動車重量税 約15,000円減税！

対象グレード ： ハイブリッド車

約111,300円も優遇約85,800円減税

●エコカー減税

約25,500円減税

●グリーン化特例

G Cuero（ハイブリッド車・7人乗り・2WD）の場合

対象グレード ： 全グレード
Sの場合

約95,100円も優遇約69,600円減税

●エコカー減税

約25,500円減税

●グリーン化特例

対象グレード ： 全グレード

●エコカー減税 ●グリーン化特例 ●CEV補助金

初回継続車検時も自動車重量税 約20,000円減税！

Aの場合

約117,500円減税 約29,500円減税 約347,000円も優遇200,000円

対象グレード ： ハイブリッド車 

約186,800円も優遇約153,300円減税

●エコカー減税

約33,500円減税

●グリーン化特例

HYBRID S（7人乗り・E-Four）の場合

Photo：S。
ボディカラーはブルーメタリック〈8T7〉。

Photo：A。
ボディカラーはスピリテッドアクアメタリック〈791〉。

Photo:G Cuero（ハイブリッド車・7人乗り・2WD）。
ボディカラーはエアーイエロー〈5B6〉。

Photo：HYBRID S（7人乗り・E-Four）。
ボディカラーはダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉。

Photo：PROGRESS “Metal and Leather Package”（ハイブリッド車）。
ボディカラーはダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉。

Photo：HYBRID Gi。 
ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。

Photo:G“レザーパッケージ”。
ボディカラーはダークブルーマイカメタリック〈8W7〉。

Photo：特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”（5人乗り）
［ベース車両はS（5人乗り）］。
ボディカラーはシルバーメタリック〈1F7〉。

＊平成32年度燃費基準＋30％達成車は、減税の対象外となります。
それぞれ100%減税

グリーン化特例（ご購入翌年度の自動車税）

概ね 75%減税

エコカー減税（新車ご購入時の自動車取得税＋自動車重量税）

＊2020年度燃費基準＋90％達成車が減税の対象となります。初回継続車検時も自動車重量税 100%減税＊

エコカー減税（新車ご購入時）

自動車重量税概ね 20%減税自動車取得税  25%減税

対象グレード ： 全車

●エコカー減税 ●グリーン化特例 ●CEV補助金

初回継続車検時も自動車重量税 約20,000円減税！

MIRAIの場合

約211,800円減税 約22,000円減税 約2,253,800円も優遇2,020,000円

Photo：MIRAI。
ボディカラーはツートーン ピュアブルーメタリック〈２NV〉。

Photo：特別仕様車 G“Mode-Nero”［ベース車両はG］。
ボディカラーはメタルストリームメタリック〈1K0〉。

Photo：A“ツーリングセレクション”（2WD）。
ボディカラーはブルーメタリック〈8X7〉。

特別仕様車 
F“Raf fine”（2WD）の場合

【●…エコカー減税（環境対応車 普及促進税制）　●…グリーン化特例　●…CEV補助金（クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金）】
●「エコカー減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が2019年9月30日まで、自動車重量税の軽減措置が2021年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。　●新車取得時に自動 車重量税100%減税の車（燃料電池車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル乗用車、2020年度燃費基準＋90％達成車）については、初回継続車検
時にも100%減税が適用されます。　●減税額はオプションを含まない車両重量、メーカー希望小売価格（東京地区）をベースに試算しています。　●●ご購入時期によっては減税率が異なる、もしくは 減税対象外となる場合がございます。　●●自動車取得税、自動車税は都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がございます。　●グ
リーン化特例に伴うご購入翌年度の自動車税の軽減措置は2021年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。　●グリーン化特例に伴う自動車税減税額については、翌年度の支払い 分が減税となります。ご購入時には減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。　●2019年度CEV補助金は2019年1月1日から2020年2月21日までに新規
ご登録済みの自家用車が対象となり、補助金を受給するには4年間の保有義務があります。　●補助金の申請は、購入代金の全額支払い完了後、車両登録後1ヶ月以内に補助金交付申請書等の 必要書類を次世代自動車振興センターに提出することで完了します。　●審査後に承認されると、センターから補助金が交付されます。クレジット契約等の購入の
場合は、代金の支払いを証明する信憑（領収書）の写しと、車両の使用者を証明する保管場所標章番号通知書（車庫証明書）、または任意自動車保険契約書が必要となります。　●申請書受付 期間は2019年4月22日から2020年3月2日（次世代自動車振興センター必着）となります。　●補助金の予算超過によっては申請受理期間中であっても補助金額
が変動する場合がございます。　●お住まいの地域によっては、当該補助金に加え、さらに地方自治体独自の補助金が対象となる場合がございます。グレードにより、補助金額が異なる場合がござい ます。　●受付締切日より前に予算枠を超過する場合は、締切日が前倒しになります。　●●●グレード、オプション選択等の諸条件によっては、軽減措置の適用
内容が変わる場合がございます。　■掲載の内容は2019年7月18日現在のものです。
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