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●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27年1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。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。

 

お値引き、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。お値引き、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。

スペイド 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”[2WD・5人乗り]

今週の
目玉車

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　[2WD・7人乗り] 
“MONOTONE（モノトーン）” ブラック　

　　　　　　　　　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　

月々らくらく 9,100円

年間累計

おかげさまでヴォクシーは2014年年間ミニバン販売台数Ｎo.1※を獲得しました。

ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙ
[ﾒｯｷ+ﾌﾞﾗｯｸﾒﾀﾘｯｸ塗装]

LEDﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ（ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ
[ﾛｰﾋﾞｰﾑ]機能付）+LEDｸﾘｱ
ﾗﾝｽﾗﾝﾌﾟ[ﾒｯｷ]

[主な特別装備]

ﾜﾝﾀｯﾁｽｲｯﾁ付ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞ
ﾄﾞｱ（ﾃﾞｭｱﾙｲｰｼﾞｰｸﾛｰｻﾞｰ+挟み
込み防止機能付）

新登場！

●車両本体価格　2,755,542円

車両本体価格2,755,542円を60回払いの場合
●実質年率3.8％　●初回14,323円　●月々
12,100円×48回　●ボーナス月15万円×10回
●最終月（60回目）1,019,550円または0円※1
●支払総額 3,114,673円

 月々
らくらく12,100円

ヴォクシー

写真のボディカラー
　　はブラック〈202〉

残価設定型
らくらくプラン
お支払例

残価設定型
らくらくプラン
お支払例

 ヴォクシー HYBRID
 

（2WD・7人乗り）

23.8 ※2

Ｖ　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。

“煌”
特別仕様車　ＺＳ きらめき [2WD・7人乗り] 

特別
価格

車両本体価格

1,686,857円
特別装備合計

152,897円＋ ＝1,839,754円を

【お得な特別装備】●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 ５

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　●支払総額（含頭金等）1,926,715円　

7,500円
残価設定型
らくらくプラン
お支払例

月々
らくらく

開口高1,250㎜

開口幅1,020㎜

試乗車にて、その

使い勝手の良さを

ご体感ください！

※試乗車については各店舗に
　　事前にご確認お願いします。

※

写真のボディカラーはダークブラウンマイカメタリック〈4U3〉

大開口のワイヤレス電動スライドドア［助手席側］が魅力！

写真は1.5Ｆ、オプション装着車。

（消費税抜き価格1,620,370円）

１75万円
（消費税抜き価格1,620,370円）

１75万円

プリウス

車両本体価格

2,592,000円

Ｓツーリングセレクション
[2WD・5人乗り] 

写真のボディカラーは
シルバーメタリック〈1F7〉

●17インチアルミ
（センターオーナメント付）

●リヤバンパー
　　　スポイラー

●LED
　　ヘッドランプ

主な装備

車両本体価格2,592,000円を84回払いの
場合　●実質年率2.2％(保証料別途必要）

●初回27,027円　●月々25,400円×69
回　●ボーナス月8万円×14回
●支払総額2,899,627円

エコカー限定低金利 （保証料別途必要）2.2％

25,400円月々

 

ネッツ南国
エコカーローン
お支払例

30.4 ※2

ネッツ南国エコカーローンなら！

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）

月々28,700円
ネッツ南国

エコカーローン
お支払例

ひといき
寒い日に「はちみつ生姜湯」は

いかがですか？

生姜には体を温め、代謝が良くなり、
体の中の老廃物の排出をサポートして
くれるパワーがあります。
湯のみにすりおろした生姜4ｇ（お好みで）
と蜂蜜（小さじ2）を入れ、沸かしたお湯
（150㏄）を注いで混ぜるだけ♪スプーン
で混ぜながらどうぞ。体の中から
ぽかぽかに。



燃料消費率
（国土交通省審査値）

25.0㎞/Ｌ25.0㎞/Ｌ

低燃費 !低燃費 !

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

月々6,200円
写真のボディカラーは
ダークブラウンマイカメタリック〈4U3〉

アクア S（2WD)
車両本体価格 1,887,055 円ヴィッツ 1.3F（2WD)

車両本体価格 1,450,145 円

車両本体価格1,887,055円のうち頭金587,055円⇒割賦元金130万円を60回払いの
場合　●初回19,261円　●月々15,200円×50回　●ボーナス月7万円×9回
●支払総額（含頭金等） 1,996,316円

ハイブリッドカー限定
エコカーローンなら 月々15,200円

低金利

エコカー限定

（保証料別途必要）

2.2％低金利

エコカー限定

（保証料別途必要）

2.2％低金利

エコカー限定

（保証料別途必要）

2.2％
写真のボディカラーはスーパーレッドⅤ〈3P0〉

お気軽に
チャレンジしてください。

エコドライブ体感試乗していただいた
お客様には『ソーラーキーチェーンライト』を
プレゼント♪

車両本体価格2,931,709円を84回払いの場合
●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

ハイブリッドカー限定
エコカーローンなら 月々26,900円

低金利

エコカー限定

（保証料別途必要）

2.2％低金利

エコカー限定

（保証料別途必要）

2.2％低金利

エコカー限定

（保証料別途必要）

2.2％

S “ツーリングセレクション”
 （2WD・5人乗り）
車両本体価格 2,931,709 円

アルファプリウスα

写真のボディカラーは
オレンジメタリック〈4Ｒ8〉

燃料消費率
（国土交通省審査値）

26.2㎞/Ｌ26.2㎞/Ｌ

低燃費 !低燃費 !

燃料消費率
（国土交通省審査値）

37.0㎞/Ｌ
＊
※237.0㎞/Ｌ
＊
※2

ぜひお気軽にチャレンジしてください。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

エコドライブ
アドバイザー
中本たかや

高知本店にて実施中

“エコ ドライブマスター”

女性営業スタッフの
頼れる母！
三谷よしこ

高い所の
球交換はおまかせ！
身長183センチの
山本ひろゆき

土佐のボランティア
観光ガイドもやってます！
織田あきひろ

●試乗車アクアで指定の試乗
コースを体感試乗。
●当社の「エコドライブマスター」
の運転データと比較。

●お客様の運転を細かく

診断＆アドバイス。

私が
アドバイス
いたします！

ゆったりスペースの
ハイブリッドカー ・ ・ ・
あるんです！！
デカプリウス！

クルマの価格も

燃費も ・ ・ ・

お財布にやさしい

クルマといえば

ヴィッツです！

ハイブリッドカーには

乗ってみたい・ ・ ・

でも、 コンパクトな

クルマじゃなきゃ ・ ・ ・

それならアクアを

おすすめします！

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

3,600円

2,800円

・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）

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）
●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27年1月現在のものです。＊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。※1.2014年12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。※2.Ｘ-ＵＲＢＡＮおよび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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

予約制

ピカピカ
洗車付き！

ネッツ南国低燃費車試乗会開催中！
どうぞ、乗り比べてみてください。

ネッツ南国にご来店の上、アンケートにお答えいただいた方の中から合計 50名様に
　　　　　　　　　　　　　　　オリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンは
いよいよ１月 31日（土）まで！

お急ぎください！

ネッツ南国低燃費車試乗会開催中！
マフラータオルやボストンバッグが当たる！→


