
●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8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。

8/23SAT24SUN ネッツ南国・夏のお買得車フェア！

ヴェルファイア
車両本体価格3,795,429円

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 (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2台です。

２

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。

今週の
目玉車

１

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

ネッツ南国ラクラクローンなら 月々25,300円

★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。　
★ディスチャージヘッドランプとコンライトはセットでメーカーオプションとなります。

オーリス
●このお買得車のボディカラーはブラッキッシュレッド
　　マイカ〈3Ｒ0〉限定1台です。

合計　2,108,258円を

　　

・車両本体価格
・バックモニター★（ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ）
・スペアタイヤ（ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ）
・ディスチャージ（インテリジェントＡＦＳ
　オートレべリング機能付）+ＬＥＤ
  クリアランスランプ★（ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ）

1,964,618円
27,000円
10,800円

105,840円

新ネッツ10周年記念特別仕様車
150Ｘ“ブラッキッシュラウンジ”(2WD・5人乗り)

今週の
目玉車

特別価格1,900,000円のうち頭金50万円⇒★割賦元金140万円を60回
払いの場合　●実質年率3.8％　●初回8,917円　●月々8,100円×49回
●ボーナス月8万円×9回　●最終月（60回目）451,860円または0円※1
●支払総額（含頭金等）2,077,677円　

月々らくらく8,100円残価設定型らくらくプランなら

１

（消費税抜き価格1,759,259円）１90
特別価格

 

〒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

万円
写真のボディカラーは

特別設定色ブラッキッシュレッドマイカ<3Ｒ0>

スペイド 特別仕様車1.5F“Jack”（2WD・5人乗り）

写真の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〉

車両本体価格
1,820,291円を

特別価格1,750,000円のうち頭金45万円⇒★割賦元金1,300,000円を
60回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回6,965円　●月々6,700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　
●支払い総額（含頭金等）1,915,425円

（消費税抜き価格1,620,370円）

１７５万円特別
価格

今週の
目玉車

月々らくらく6,700円残価設定型らくらくプランなら

５

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〉

 (2WD・7人乗り)

車両本体価格2,273,143円

特別仕様車1.8Ｓ “MONOTONE” ブラック
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

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〉

モノトー
ンで決める。

モノトー
ンで決める。

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（下取車でもＯＫ）⇒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

1.8Sモノトーン・ホワイトパール
車両本体価格2,305,543円
1.8Sモノトーン・ホワイトパール
車両本体価格2,305,543円

ネッツ南国ラクラクローンなら 月々23,700円
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84回
払いの場合　●実質年率3.8％　●初回25,832円　●月々23,700円×69回
●ボーナス月15万円×14回　●支払総額（含頭金等）4,261,132円　

白で行くか、黒で行くか。
じっく り と見極めたい、心捉える
二つの存在。

〈ご成約プレゼント〉

ご自宅で、お手軽に手作りアイスを楽しむなら、
このマシン。お好みの材料で、好きな時に好きな
だけ♪コストパフォーマンス抜群のアイスクリームメーカーです。

ボウルに材料を合わせ
予め冷した本体に投入！

あとは仕上がるのを
待つだけで～す！
あとは仕上がるのを
待つだけで～す！

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。

8月23（土）24（日）の２日間、当社取扱い新車
（ピクシス除く）をご成約いただいたお客様に貝印の
アイスクリームメーカーをプレゼントいたします。

8月23（土）24（日）の２日間、当社取扱い新車
（ピクシス除く）をご成約いただいたお客様に貝印の
アイスクリームメーカーをプレゼントいたします。



●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8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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。※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。※3 メーカーオプション装着およびメーカーパッケージオプション装着により、車両重量が1,090㎏以上の場合、33.8㎞/Lとなります。

月々らくらく12,300円

 

アクア

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

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　

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　●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

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。

車両本体価格2,808,000円

スタイリッシュ
　＆ゆとりのスペース。

※2

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
●支払総額 3,146,296円　

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　●支払総額3,136,562円

車両本体価格1,861,715円

 

残価設定型らくらくプランなら

月々14,100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）実質年率2.2％（保証料別途必要）

写真のボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉

[2WD・5人乗り]

うれしい低燃費

（国土交通省審査値）

37.0㎞/Ｌ
※2　※3

Sグレード

車両本体価格2,386,286円

変らぬ人気！　
ハイブリッドカーと
いえばプリウス。

※2

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　　●支払総額（含頭金等）2,637,124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　●支払総額2,665,837円

月々らくらく12,300円

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

月々らくらく12,300円

月々24,000円

残価設定型らくらくプランなら

【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）実質年率2.2％（保証料別途必要）

写真のボディカラーはフロスティーグリーンマイカ〈781〉

プリウス
[2WD・5人乗り]

1.8S

月々らくらく12,300円

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

月々らくらく18,100円

月々24,800円

残価設定型らくらくプランなら

【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）実質年率2.2％（保証料別途必要）

写真のボディカラーは特別設定色ブラッキッシュレッドマイカ〈3R0〉

プリウス
[2WD・7人乗り]

特別仕様車S“tune BLACK”

新型ヴィッツ試乗会、好評開催中！

ヴィッツ1.3F（2WD・5人乗り）

車両本体価格1,450,145円

写真のボディカラー・ルミナスイエロー〈5B5〉はメーカーオプション。別途32,400円が必要です。

※自動車重量税と自動車取得税が100％免税されます。

※

※2

エコカー減税

車両本体価格1,450,145円のうち頭金450,145円⇒★割賦元金100万円
を60回払いの場合　●実質年率3.8％　●初回8,731円　●月々4,100円×
48回　●ボーナス月6万円×10回　●最終月（60回目）319,030円
または0円※1　　●支払総額（含頭金等）1,574,706円　

月々らくらく4,100円残価設定型らくらくプランなら
 

NEW

1.3L(2WD)全車が、なんと
エコカー減税100％！
つまり免税となりました。

ネッツ南国の
ハイブリッドカー限定

低金利エコカーローン！

実質年率2.2％

（保証料別途必要）　　

ネッツ南国のハイブリッドカー大商談会ネッツ南国のハイブリッドカー大商談会ネッツ南国のハイブリッドカー大商談会ネッツ南国のハイブリッドカー大商談会

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 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

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

 

月々らくらく12,300円

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

月々らくらく14,500円残価設定型らくらくプランなら

月々28,700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）実質年率2.2％（保証料別途必要）

 

23.8 ※2

車両本体価格3,054,857円

写真のボディカラー・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。別途32,400円が必要です。

ヴォクシーHYBRID
ハイブリッド

[2WD・7人乗り]

Ｖグレード

環境にもお財布にも優しいハイブリッドカー。
今、ネッツ南国ではハイブリッドカー限定の
低金利を実施中です。
また、月々の支払いが『らくらく』な残価設定型
プランもお選びいただけます。お客様のライフ
プランに合ったお支払い方法をスタッフがご提案
いたします。お気軽にご相談ください。

金属表面を改質して潤滑性を向上させるメタルトリートメント ！
効果は、ドライスタートの防止、エンジン寿命の向上など。

□ＭＴ-10 （エムティーテン）

●レギュラーサイズ
　　通常5,378円を

●[軽自動車の場合]

ミニサイズ通常3,672円を

・料金はエンジンオイル4㍑交換の場合。4㍑を越える場合は別途オイル代
　を申し受けます。
・料金の内訳：ＭＴ-10通常5,378円が3,600円＋オイル交換通常4㍑
　5,610円が2,700円。

・料金はエンジンオイル3㍑交換の場合。・料金の内訳：ＭＴ-10通常3,672円が
　2,800円＋オイル交換通常3㍑4,210円が2,000円。

●通常10,988円を

●[軽自動車の場合]通常7,882円を

□ＭＴ-10 + エンジンオイル交換（トヨタ純正SNグレード）

３,６00円

２,８00円

6,300円

4,８00円

□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

□ガラスコート 通常
1,080円を ５００円（フロントガラスのみ）

雨粒を撥水し、雨の日の視界をクリアに。撥水効果は約３ヶ月。

（お車の使用状況や保管状態により効果は異なります。）

□油膜とり
通常
1,080円を ５００円

雨の日に対向車のライトが当ると、フロントガラスがギラギラして
視界が悪くなるのは、油膜が原因です。

（フロントガラスのみ）

予約制予約制

高知本店限定

実施日

８月２３（土）２４（日）

８月３０（土）３１（日）

ネッツ南国の

モーニングサービスも
　　　　　　　　　　　　　　　ぜひどうぞ。

オーダー
ストップ

9：30

1食
￥250-

1日25食
限定


