
●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4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。

デビュー！スペイド特別仕様車

1

うれしい低燃費

（国土交通省審査値）

37.0㎞/Ｌ
※2

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

残価設定型らくらくプランなら

月々らくらく4,500円
車両本体価格1,861,715円のうち頭金561,715円⇒★割賦
元金130万円を60回払いの場合　●実質年率3.8％　
●初回4,878円　●月々4,500円×48回　●ボーナス月75,000
円×10回　●最終月（60回目）502,663円または0円※1
●支払総額（含頭金等）2,035,256円　

（消費税8％込）

写真のボディカラーはクールソーダメタリック〈8V7〉

(2WD・5人乗り)　Sグレード
●車両本体価格1,861,715円アクア

月々14,100円
車両本体価格1,861,715円のうち頭金561,715円（下取車で
もＯＫ）⇒割賦元金130万円を60回払いの場合のお支払例
●初回16,123円　●月々14,100円×49回　●ボーナス月
7万円×10回　●支払総額(含頭金等）1,968,738円

【ハイブリッドカー限定・低金利エコカーローンなら】

実質年率2.2％（保証料別途必要）

世界一、低燃費。
2013年11月現在、ガソリン乗用車（除くプラグインハイブリッド車）。
トヨタ自動車調べ。

写真（上・下）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

（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

（消費税8％込）

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

ネッツ南国ラクラクローンなら！

月々25,300円
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

特別価格187万円を頭金50万円（下取り車でもＯＫ）⇒割賦元金137万円
を60回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回8,834円　●月々5,600円×
48回　●ボーナス月8万円×10回　●最終月（60回目）468,410円または
0円※1　●支払総額（含頭金等）2,046,044円　

残価設定型らくらくプランなら

月々らくらく5,600円

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
レッドマイカメタリック〈3R3〉限定1台
ブラックマイカ〈209〉限定２台です。

利益還元

目玉車

1 ２
レッドマイカメタリック〈3R3〉

写真（下）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。

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

残価設定型らくらくプランなら

月々らくらく11,500円
車両本体価格1,872,000円のうち頭金30万円⇒★割賦
元金1,572,000円を60回払いの場合　●実質年率3.8％　
●初回14,991円　●月々11,500円×48回　●ボーナス月7万円
×10回　●最終月（60回目）505,440円または0円※1
●支払総額（含頭金等）2,072,431円　

（消費税8％込）

写真のボディカラーはダークレッドマイカ〈R54〉

1.5Z“煌（きらめき）・Ｇ”(2WD・5人乗り)　
●車両本体価格1,872,000円bB

月々25,400円
車両本体価格1,872,000円を84回払いの場合のお支払例
●実質年率3.8％　●初回26,741円　●月々25,400円×
83回　●支払総額(含頭金等）2,134,941円

ネッツ南国ラクラクローンなら！

ネッツ南国 お客様感謝フェア!

Photo:特別仕様車1.5F“Jack”（2WD）ボディカラーは特別設定色ボルドーマイカメタリック〈3R9〉

 

お値引、下取価格、お得な買い方
など、営業スタッフまでお気軽に
お問い合わせください。

ネッツ南国ラクラクローンなら！

月々7,100円
車両本体価格1,820,291円を頭金520,291円（下取車でもOK）⇒
割賦元金130万円を84回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回
7,141円　●月々7,100円×69回　●ボーナス7万円×14回
●支払総額（含頭金等）1,997,332円

車両本体価格価格1,820,291円を頭金520,291円（下取り車でもＯＫ）⇒
割賦元金130万円を60回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回10,742円　
●月々6,600円×48回　●ボーナス月7万円×10回　●最終月（60回目）
436,860円または0円※1　●支払総額（含頭金等）1,984,693円　

残価設定型らくらくプランなら

月々らくらく6,600円

【特別装備内容】～こだわりのディテール＆贅沢な装備～

●【HIDパッケージ】　プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ

（オートレべリング機能付）、コンライト（ライト自動点灯・消灯

システム・ランプオートカットシステム）

●フロントグリル（シルバー塗装）

●ホイールキャップ（グレーメタリック塗装）

●オート電動格納式リモコンドアミラー（メッキ加飾）

●アウトサイドドアハンドル（メッキ加飾）

●バックドアガーニッシュ（メッキ加飾）

●【スマートエントリーパッケージ】スマートエントリー（運転席・

助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本）

＆スタートシステム　　　　など。

特別仕様車 1.5F“Jack”（2WD）車両本体価格　1,820,291円のお支払い例特別仕様車 1.5F“Jack”（2WD）車両本体価格　1,820,291円のお支払い例

4/19(土）20（日）4/19(土）20（日）
週末はネッツ南国へ！週末はネッツ南国へ！



●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4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。

車両本体価格 2,808,000円を84回払いの場合　●実質年率2.2％(保証料別途必要）
●初回25,362円　●月々24,800円×69回　●ボーナス月10万円×14回　
●支払い総額　3,136,562円

車両本体価格3,054,857円を84回払いの場合　●実質年率2.2％(保証料
別途必要）　●初回30,878円　●月々28,700円×69回　●ボーナス月10万円
×14回　●支払い総額　3,411,178円

車両本体価格2,808,000円

車両本体価格2,386,286円

車両本体価格 2,808,000円を60回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回19,336円　
●月々18,100円×48回　●ボーナス月15万円×10回　●最終月（60回目）758,160円
または0円※1　●支払い総額（含頭金等）3,146,296円

車両本体価格 2,386,286円を84回払いの場合　●実質年率2.2％(保証料別途必要）
●初回29,837円　●月々24,000円×69回　●ボーナス月7万円×14回　
●支払い総額　2,665,837円

車両本体価格 2,386,286円のうち頭金386,286円⇒★割賦元金200万円を60回払いの場合
●実質年率3.8％　●初回16,148円　●月々12,300円×48回　●ボーナス月10万円×10回　
●最終月（60回目）644,290円または0円※1　●支払い総額（含頭金等）2,637,124円

月々23,500円

月々らくらく10,400円

月々24,800円

月々らくらく18,100円

月々24,000円

月々らくらく12,300円

車両本体価格 3,054,857円のうち頭金554,857円⇒★割賦元金250万円を60回払いの
場合　●実質年率3.8％　●初回18,274円　●月々14,500円×48回　●ボーナス月10万円×
10回　●最終月（60回目）1,130,290円または0円※1　●支払い総額（含頭金等）3,399,421円

月々らくらく14,500円

ヴォクシー ヴォクシー HYBRID（2WD・7人乗り）
 

ZS 車両本体価格 2,674,285円 V 車両本体価格 3,054,857円

（2WD）

写真のボディカラーはブラック〈202〉

写真のボディカラーはレッドマイカメタリック〈3Ｒ3〉

写真のボディカラーは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円別途必要となります。）

月々28,700円

車両本体価格 3,404,571円を84回払いの場合　●実質年率2.2％(保証料別途必要）
●初回25,457円　●月々24,200円×69回　●ボーナス月15万円×14回　
●支払い総額　3,795,257円

月々24,200円

月々らくらく20,000円

ＳＡＩ Ｓ “Ｃパッケージ”

 車両本体価格 3,404,571円

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

22.4

変らぬ人気！　ハイブリッドカーと
いえばプリウス。

 

 

新型ＶＯＸＹ発表・試乗会も同時開催中！　　この機会に、ぜひ、気になるクルマに試乗してみませんか？

車両本体価格 3,404,571円のうち頭金404,571円⇒★割賦元金300万円を60回払いの場合
●実質年率3.8％　●初回23,681円　●月々20,000円×48回　●ボーナス月15万円×10回　
●最終月（60回目）885,180円または0円※1　●支払い総額（含頭金等）3,773,432円

 

『才』と『彩』をあわせ持つ
新しいハイブリッドセダン。ハイブリッドカー×ゆとりのスペース。

ネッツ南国の3つのお得な買い方ネッツ南国の3つのお得な買い方ネッツ南国の3つのお得な買い方

ラクラク！ おとく！ 安心！ 下記の3つを組み合わせれば、月
々のお支払いがさらにラクラクです。

「トリプルアシスト」「トリプルアシスト」
毎月の負担を

軽くする
残価設定型プラン

月々のお支払いが
ラクラク！

定額だから安心！
お手続きも簡単！

あらかじめ将来の下取り価格を
据え置いて、残りの金額を分割
払いにするプランです。

月々のクルマの

負担が軽くなる
使ってバック

払込額が定額

クレジット
一体型保険

カードのポイントで
月々の負担を軽減！
トヨタならではのサービス。「TS　
CUBICカード」のご利用でたまっ
たポイントを、月々のお支払いに
1ポイント＝1.5円であてることが
できます。※毎月充当の場合。

トヨタファイナンスのクレジットで
クルマを購入いただく際にトヨタ
の販売店でご加入いただける
自動車保険です。

 

23.8 ※2

※2

※2

※2

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！

□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。

通常1,050円を

５００円

□室内消臭

通常1,050円を

５００円

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。

２日
間

限定

お客様名    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

様

ナンバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当

□エアコン洗浄
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。

通常4,500円を

2,300円

・エンジンオイル（SN 5W-30）の場合

●通常3㍑4,095円
　　　　　　　（交換料込）を

・省燃費エンジンオイル（SN 0W-20）の場合*

●エンジンオイル交換（SN 5W-30）
通常3㍑4,095円+あんしん点検
通常1,575円＝5,670円を

●省燃費エンジンオイル交換*（SN 0W-20）
　　通常3㍑4,410円+あんしん
　　点検通常1,575円＝5,985円を

□
エンジンオイル交換+あんしん点検

８８０円

●通常3㍑4,410円
　　　　　　　（交換料込）を1,0８0円

1,６８0円

1,８８0円

軽自動車限定

[*省燃費エンジンオイルは車種・エンジン型式による対応車に限ります。]

エンジンオイル交換
（ガスケット料金含む）

軽自動車限定□

（ガスケット料金含む）

予約制
予約制

女性の日・試乗＆査定プレゼントは

女性の日

同時開催

京都「よーじや」あぶらとり紙
この2日間、ネッツ南国取扱い新車に試乗、または査定をされた女性のお客様に。

ハイブリッドカーフェア開催！ ハイブリッドカーフェア開催！ハイブリッドカーフェア開催！


