
●車両本体価格は、消費税込価格です。●車両本体価格はパンク修理キットまたはスペアタイヤ（応急用）、タイヤ交換用工具付の価格です。●車両本体価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金（消費税除く）、登録料、リサイクル料金など諸費用は別途申し受けます。
●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●掲載の内容は平成26年11月現在のものです。●｢残価設定型らくらくプラン｣とは・・・車両価格の一部をあらかじめ残価（プラン終了時の下取り価格）として据え置き、残りの金額を分割払いする
システムです。※1.最終回支払い金額は①ネッツ南国で新車にお乗換えの場合は0円。②車両返却の場合は0円。③お買取りの場合は一括払いまたは再分割払いのいずれかをお選びください。①と②の場合、規定走行距離（例：5年60,000㎞、3年40,000㎞）を超えた時、内外装の損失が10万円
を超えた時、追加金が発生します。※2 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モードに比べ、より実際走行に近くなるよう新たに設けられた
試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。●エコカー減税の対象車は、自動車取得税の軽減措置が平成27年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が平成27年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。●自動車グリーン税制に伴うご購入翌年度の自動車税の軽減
措置は平成28年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。●自動車グリーン税制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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

〒781-5232 香南市野市町西野２０９１-１
営業時間 ９：００～１８：００（定休日なし）

０１２０-３５９-１０３
さんごく　　　とさ

０１２０-７５９-１０３
なんごく　　　とさ

〒780-8075 高知市朝倉南町８-１４
営業時間 ９：００～１８：００（定休日なし）

〒780-0082 高知市南川添４-２８
営業時間 ８：００～２０：００（定休日なし）

０１２０-４５９-１０３
しこく　　　　とさ

 

ネッツ南国では天体望遠鏡などが
当るキャンペーンを実施します！
この3日間、店頭アンケートにお答え
いただいたお客様の中から抽選で
『スペース×ネッツ』オリジナルグッズ
が当ります。（抽選は12月上旬）　

□Vixenブランケット１名様

□Vixen単眼鏡１名様

□Vixen天体望遠鏡
（スペースアイ）１名様
□Vixen天体望遠鏡
（スペースアイ）１名様

□Vixen双眼鏡（アリーナ）
１名様

当たる！

車両本体価格 2,674,285円のうち頭金474,285円⇒★割賦元金220万

円を60回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回13,374円　●月々

10,400円×48回　●ボーナス月10万円×10回　●最終月（60回目）

989,480円または0円※1　●支払い総額（含頭金等）2,976,339円

月々らくらく12,300円
月々らくらく10,400円残価設定型らくらくプランなら

車両本体価格2,674,285円

写真のボディカラーはブラック〈202〉

ヴォクシー
[2WD・7人乗り]

ＺＳ

 

ヴェルファイア
車両本体価格3,795,429円

特別仕様車2.4Ｚ“Golden
　 EyesⅡ” (2WD・7人乗り)

車両本体価格3,795,429円を頭金50万
円⇒割賦元金3,295,429円を60回
払いの場合　●実質年率3.8％
●初回19,153円
●月々18,600円×48回
●ボーナス月15万円×10回
●最終月（60回目）
1,328,400円または0円※1
●支払総額（含頭金等）4,240,353円　

写真のボディ
カラーはブラック〈202〉

月々らくらく18,600円残価設定型らくらくプランなら

車両本体価格2,273,143円を60回
払いの場合　●実質年率3.8％
●初回10,918円
●月々9,100円×48回
●ボーナス月15万円×
　10回　●最終月
　　（60回目）591,010円
　　　または0円※1　
　　　●支払総額2,538,728円　

ウィッシュ

写真のボディカラーは
ブラック〈202〉

車両本体価格2,273,143円

特別仕様車1.8Ｓ “MONOTONE”
 ブラック (2WD・7人乗り)

モノトーン

月々らくらく9,100円残価設定型らくらくプランなら

11/22SAT23SUN24MON

↑スペイドは
裏面をチェック！

『T-Connectナビ』キャッシュバックキャンペーン
ティーコネクト

を同時にご購入されたお客様にキャッシュバック！対象車（新車） 対象ナビ＋

\30,000 2014年9月～11月にご成約いただき、且つ2015年の2月末までに
ご登録されたお客様が対象となります。

対象期間
キャッシュバック
金額〈税込〉

対象車 対象ナビ

アクア プリウス プリウスα SAI
●販売店装着オプションの
　　　・NSZN-W64T
　　　・NSZA-X64T
●メーカー標準装備ナビ
●メーカーオプションナビ

●トヨタの新車販売店でご購入いただいたお客様が対象となります。キャッシュバック申請は新車注文書の登録名義人（使用者）に限らせて頂きます。リース契約については、キャンペーンの対象外となる場合があります。お申し込みは、日本国内
　　に在住し、国内郵便の受取が可能な方に限らせていただきます。対象ナビは車種により対象機種が異なる場合があります。詳しくはスタッフまでご確認ください。

 

ネッツ南国ラクラクローンなら 月々23,500円
車両本体価格 2,674,285円を84回払いの場合　●実質年率3.8％
●初回26,745円　●月々23,500円×69回　●ボーナス月10万円×
14回　●支払総額　3,048,245円　

　大好評
体感試乗
実施中！

 

新型プリウスαデビュー！
アルファ

Hybrid×Space　

※2

さらにスタイリッシュに、いっそうアクティブに～
 

月々らくらく12,300円

エコカー減税

【残価設定型らくらくプランなら】

車両本体価格2,931,709円を84回払いの場合　
●実質年率2.2％（保証料別途必要）
●初回28,262円　●月々26,900円×69回　
●ボーナス月10万円×14回　
●支払総額 3,284,362円

車両本体価格2,931,709円のうち頭金331,709円（下取車でもＯＫ）
⇒★割賦元金260万円を60回払いの場合　●実質年率3.8％　
●初回19,060円　●月々15,700円×49回　●ボーナス月15万円×
9回 ●最終月（60回目）791,560円または0円※1
●支払総額（含頭金等）3,242,569円

26,900円

【ハイブリッドカー限定・低金利エコカーローンなら】

2.2％

実質年率

（保証料別途必要）

月々 15,700円月々

プリウスαはエコカー減税対象車

自動車重量税・自動車取得税　100％減税 ＋
自動車グリーン税制
自動車税（翌年度）概ね　75％減税

ネッツ南国に広々『スペース』のミニバンが勢揃い！ネッツ南国に広々『スペース』のミニバンが勢揃い！ネッツ南国に広々『スペース』のミニバンが勢揃い！ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Photo: プリウスα S“Touring Selection”（2WD・5人乗り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●車両本体価格　2,931,709円
ボディカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉/メーカーオプション32,400円

【3日間のイベントのご案内】

　　　　　　　　　　　　　　　　　プリウスα S“Touring Selection”（2WD・5人乗り）　●車両本体価格　2,931,709円のお支払プラン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Photo: プリウスα S“Touring Selection”（2WD・5人乗り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●車両本体価格　2,931,709円
ボディカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉/メーカーオプション32,400円



●車両本体価格は、消費税込価格です。消費税8％に基づき表示しています。詳しくはスタッフにお尋ねください。●車両本体価格はパンク修理キットまたはスペアタイヤ（応急用）、タイヤ交換用工具付の価格です。●車両本体価格にはオプション価格は
含まれていません。●保険料、税金（消費税除く）、登録料、リサイクル料金など諸費用は別途申し受けます。●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●掲載の内容は平成26年11月現在のも
のです。●｢残価設定型らくらくプラン｣とは・・・車両価格の一部をあらかじめ残価（プラン終了時の下取り価格）として据え置き、残りの金額を分割払いするシステムです。※1.最終回支払い金額は①ネッツ南国で新車にお乗換えの場合は0円。②車両返却
の場合は0円。③お買取りの場合は一括払いまたは再分割払いのいずれかをお選びください。①と②の場合、規定走行距離（例：5年60,000㎞、3年40,000㎞）を超えた時、内外装の損失が10万円を超えた時、追加金が発生します。※2. 燃料消費率は定
められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モードに比べ、より実際走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、
一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

３Days

〈窒素ガス充填〉無料サービス実施！
（高知本店のみのサービスとなります。）

上記以外のブリヂストンタイヤも同時割引させて頂きます。お気軽にご相談ください。●価格は全てご来店現金価格（税込み）です。●通
常価格（1本当たり）とは、タイヤ代金+廃タイヤ処理費用(378円）+タイヤ入替料（鉄648円/アルミ1080円）+エアバルブ料（302円）です。

●軽自動車クラス
　（145/80Ｒ13）
NEXTRY（ネクストリー）

通常価格
8,996円を

特別価格

6,531円

通常価格
16,664円を

特別価格

13,413円

●VOXY・プリウス
   クラス（195/65Ｒ15）
　　NEXTRY（ネクストリー）

通常価格
37,616円を

特別価格

32,309円

●ヴェルファイアクラス
　　（235/50Ｒ18）
　　ECOPIA EX20RV 

●ヴィッツクラス
  （165/70Ｒ14）
　NEXTRY（ネクストリー）

通常価格
11,372円を

特別価格

8,631円

この３日間、タイヤ交換のお客様は、●タイヤ交換工賃　●エアバルブ料　
●ホイールバランス料　●廃タイヤ処理料が全部無料！

●この３日間、ブリヂストンタイヤを特別価格にてご提供させて
　　いただきます。各営業所までお電話でご予約ください！

ブリヂストンタイヤフェア 【３日間・全店にて開催】

予約制
ネッツ南国、

　タイヤ祭りだ！

 

必要事項をご記入いただき、ご希望のメニューにチェックの上、このチ
ラシをご持参ください。待ち時間短縮のためにも、ぜひご予約ください！

お客様名    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

様

ナンバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当

写真のボディカラーはブラックマイカ<209>

★ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。ガイド線
　　を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット（販売店装着オプション）が必要です。

オーリス (2WD・5人乗り)150Ｘ“Ｓパッケージ”

（消費税抜き価格1,731,482円）

１８７万円

特別価格
・車両本体価格　　　　　　　　2,036,571円
・バックモニター★（メーカーオプション）　27,000円
・スペアタイヤ（メーカーオプション）　　　　10,800円

合計　2,074,371円を

このお買得車のボディカラーはホワイトパール〈070〉限定1台とブラックマイカ〈209〉限定1台です。

写真（右）のボディカラー・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のため、別途に
         32,400円を申し受けます。

今週の
目玉車

ど
ど
ん
！

ど
ど
ん
！

ど
ど
ん
！

□エアコン洗浄
●通常4,620円を

エアコン内部のエバポレーターに付着してい
る嫌な臭いの原因（カビ菌やダニの死骸、タ
バコのヤニなど）を洗い流します。 2,300円

□室内消臭

□室内抗菌 専用液を室内の部分に塗布し抗菌。
快適でクリーンな室内に。

脱臭力に優れた専用液をスプレーで噴霧。
嫌な臭いを取り除きます。

●通常1,080円を ５００円

●通常1,080円を ５００円

・エンジンオイル（５W-３０）4㍑
　　　　の場合、通常7,230円を

・省燃費オイル（0W-2０）4㍑
　　　　の場合、通常7,660円を ３，7００円

◎エンジンオイルはトヨタ純正SNグレード。4㍑を超える場合は差額分を
申し受けます。◎料金の内訳は、あんしん点検通常1,620円を1,000円。
オイル交換4㍑（5W-30の場合 通常5,610円、0W-20の場合 通常
6,040円）を2,700円。

各

□あんしん点検+エンジンオイル交換

愛車メンテナンスフェア愛車メンテナンスフェア愛車メンテナンスフェア

この3日間、ご来場アン
ケートにお答えいただいた
お客様に、抽選でステキな
賞品が当ります。お楽しみに！

1等はキタムラまたは
　マザーハウスのバッグ！

全店にて開催！

ココロとカラダをリフレッシュ！ココロとカラダをリフレッシュ！ココロとカラダをリフレッシュ！

ハンドエステハンドエステハンドエステ

ナリス化粧品様によるイベントです。ぜひお試しください！

500円

●片手コース

●両手コース

無料

※両手コースにはトライアルセット
　　（１週間分）が付いてきます！

９時～１８時　（日曜日は１７時まで）
次週予告

ネッツ南国【高知本店】ショールームにて

花展のご案内花展のご案内
池坊高知橘支部青年部

体験後、お花はお持ち帰りいただけます。

無料ミニいけ花体験（予約不要）

29（土）10時～17時（先着30名）
30（日）10時～16時（先着30名）

スペイド
[2WD・5人乗り]

ネッツ南国オリジナル・1.5Ｆ
“ナビ＆バックカメラ付スペシャルバージョン”

写真のボディカラーは
ダークバイオレットマイカメタリック〈9AF〉

（消費税抜き価格
　　　　1,620,370円）

１75万円
特別
価格

ナビ＆バックカメラ

付きで安心！

車両本体価格

1,686,857円
特別装備合計

152,897円＋ ＝1,839,754円を

●トヨタ純正エントリーナビ（NSCP-Ｗ64）104,760円　●[メーカー
オプション]ナビレディパッケージ（バックカメラ/ステアリングスイッチ)
30,857円　●バックカメラ用ガイドキット17,280円

【お得な特別装備】【お得な特別装備】

５

今週の
目玉車

１各

特別価格175万円を頭金30万円⇒割賦元金145万円を60回払い
の場合　●実質年率3.8％　●初回11,875円　●月々7,500円×
48回　●ボーナス月8.5万円×10回　●最終月（60回目）404,840円
または0円※1下記参照●支払総額（含頭金等）1,926,715円　

【残価設定型らくらくプランなら月々7500円（お支払い例）】【残価設定型らくらくプランなら月々7500円（お支払い例）】

【ネッツ南国ラクラクローンなら月々25,300円（お支払い例）】【ネッツ南国ラクラクローンなら月々25,300円（お支払い例）】
特別価格187万円を84回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回
32,759円　●月々25,300円×83回　●支払総額 2,132,659円


