
〒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

●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7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。

ヴォクシー HYBRID（2WD・7人乗り）
 

（2WD）

23.8 ※2

Ｖ　車両本体価格3,054,857円

期間中、ネッツ南国取扱い新車に試乗、
もしくは査定された方の中から抽選で71名様に
「Netz×new balance 限定コラボシューズ」

をプレゼント！

期間中、ネッツ南国取扱い新車に試乗、
もしくは査定された方の中から抽選で71名様に
「Netz×new balance 限定コラボシューズ」

をプレゼント！

写真のボディカラー・ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉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
ＺＳ　車両本体価格2,674,285円

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

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

残価設定型らくらくプランなら！

月々らくらく10,400円
ネッツ南国らくらくローンなら！

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
●支払い総額3,048,245円

月々23,500円

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14,500円

ネッツ南国エコカーローンなら！

月々28,700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

エコカー限定低金利2.2％（保証料別途必要）

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

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。

自動車重量税と
自動車取得税が100％
免税されます。

エコカー減税
ＺＳの場合、自動車重量税と
自動車取得税が100％
免税されます。

エコカー減税

７月26（土）27（日）

がおおくりする

ネッツ南国へ持ってきてね。

夏休み自由研究のヒントになるかも！？

おうちの人と

　ネッツ南国へ

　　　　　　　行こう！

月々らくらく12,300円

 

ヴェルファイア

２つの買い方をご提案！２つの買い方をご提案！

月々23,700円

車両本体価格2,808,000円

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。

スタイリッシュ
　＆ゆとりのスペース。

※2※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

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3,795,429円

残価設定型らくらくプランなら

[2WD・7人乗り]

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”

ニューバランスが当るキャンペーン、締切間近！

夏の大商談会＆体感試乗会開催中！夏の大商談会＆体感試乗会開催中！夏の大商談会＆体感試乗会開催中！

締切：7月27日まで

ネッツ南国で応募された方
の中から71名様に

ニューバランスが当る！

ネッツ南国で応募された方
の中から71名様に

ニューバランスが当る！

×

特別仕様車2.4Ｚ
　　“Golden EyesⅡ” 

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 4,261,132円　

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　

独自の輝きを

まとったスタイル

写真のボディカラーはブラック〈202〉

ネッツ南国らくらくローンなら

月々らくらく18,600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

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

 
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>

★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 　150Ｘ“ブラッキッシュラウンジ”(2WD・5人乗り)

・車両本体価格　　　　　　　　　 　
・バックモニター★（メーカーオプション）　　　　　
・スペアタイヤ（メーカーオプション）　　　　　　　　

合計　2,108,258円を

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。

1
・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★（メーカーオプション）
　　

　　

1,964,618円

10,800円
105,840円

27,000円

★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。

（消費税抜き価格1,759,259円）

売
切
次
第
終
了
と

な
り
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１90万円

新ネッツ10周年記念特別仕様車

２日間
限定

7/26土
 

27　日 7/26土
 

27　日

★

★

★
★

★

★

 

うれしい低燃費

（国土交通省審査値）

37.0㎞/Ｌ
※2　※3

(2WD・5人乗り)　Sグレードアクア 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。

約9.45万円

自動車重量税+取得税合計
+翌年の自動車グリーン税制

エコカー減税100％

●車両本体価格1,861,715円

写真のボディカラーはクールソーダメタリック〈8V7〉

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　●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

14,100円

ヴィッツ

 

1.3F（2WD・5人乗り）

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。

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。

※2

エコカー減税 ＮＥＷ！
●車両本体価格1,450,145円

約7.67万円

自動車重量税+取得税合計
+翌年の自動車グリーン税制

ネッツ南国ラクラクローンなら！

6,200円月々

車両本体価格1,450,145円のうち頭金450,145円（下取車でも

ＯＫ）⇒★割賦元金100万円を84回払いの場合　●実質年率

3.8％ ●初回8,794円　●月々6,200円×69回　●ボーナス月

5万円×14回 ●支払総額(含頭金等）1,586,739円

【ハイブリッドカー限定・低金利エコカーローン！】

2.2％

実質年率

（保証料別途必要）

月々

スペイド

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〉

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”

（消費税抜き価格1,685,186円）

１８２万円
特別
価格

・スーパーＵＶカットガラス（フロントドア）
・ＩＲ<赤外線>カット機能付ウィンド
　　　　　　　　　シールドグリーンガラス
・撥水機能付ガラス（フロントドア・
　　　　　　　　　　左フロントクォーター）

・トヨタ純正エントリーナビ
　（ＮＳＣＰ-Ｗ62）
・バックカメラ
・ステアリングスイッチ
・バックカメラ用ガイドキット

・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・盗難
防止システム（エンジンイモ
ビライザーシステム）　　　　

・アッパートレイリッド（ミラー付）

運転席前のインパネ収納を｢隠す収納｣として使う
ためのフタです。裏には便利な鏡もついています。

【
お
得
な
特
別
装
備
】

女性にやさしい装備！

乗り降りの快適さと安心をプラス！

ナビ付で安心！

おしゃれ心を大切に！

・スーパーウインドウ撥水コーティング
「スカット360」（フロントガラスのみ）５

車両本体価格

1,686,858円
特別装備合計

229,475円＋

＝1,916,333円を

(2WD・5人乗り)

ネッツ南国ラクラクローンなら！

25,700円月々

残価設定型らくらくプランなら

8,100円月々

特別価格190万円のうち頭金50万円（下取車でも
ＯＫ）⇒★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

残価設定型らくらくプランなら

9,200円月々

特別価格182万円を頭金30万円（下取車でも
ＯＫ）⇒割賦元金152万円を60回払いの場合　
●実質年率3.8％　●初回9,624円　●月々
9,200円×48回　●ボーナス月8.5万円×10回
●最終月（60回目）404,846円または0円※1
●支払総額（含頭金等）2,006,070円

3

夏のメンテナンス
フェア
夏のメンテナンス
フェア

※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。 ※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、33.8ｋｍ/Ｌとなります。●「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。●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7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。

特別価格190万円を84回払いの場合　
●実質年率3.8％ ●初回33,773円　●月々
25,700円×83回　●支払総額2,166,873円

お買得〈在庫車〉情報、オプション、ボディカラー、値引き、
下取価格、お得な買い方などの詳細は営業スタッフまで
お気軽にどうぞ。

特別

価格

※2
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