
●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2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。

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）

●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

ヴォクシー

写真のボディカラー
　　はブラック〈202〉

“煌”
特別仕様車　ＺＳ きらめき [2WD・7人乗り] 

 

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。ネッツ南国ならあなたに似合うミニバンに、きっと出逢える。

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　 

[2WD・5人乗り]

S“ツーリングセレクション”

月々らくらく15,700円

※2

プリウスα
アルファ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Photo:  S“ツーリングセレクション” （2WD・5人乗り）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　ボディカラー：オレンジメタリック〈4Ｒ8〉

 月々
らくらく12,100円

残価設定型
らくらくプラン
お支払例

 月々
らくらく26,900円

ハイブリッドカー
限定

エコカーローンなら

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

残価設定型
らくらくプラン
お支払例

エコカー限定低金利 2.2％（保証料別途必要）

〒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

タマホーム

全店で試乗できます。

ネッツ南国 ミニバンフェア
大人気！

査定・試乗で プレゼント！
2/28（土）3/1（日）の2日間に、ネッツ南国取り扱い新車に試乗された方、
または査定された方にＬ.L.Beanトートバッグをプレゼント！ 

3/1
日

2/28
土

写真はＺＡ“Ｇエディション”[3.5Ｌ・7人乗り・２ＷＤ]　車両本体価格　4,585,091円 
ボディカラー：バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク〈222〉はメーカーオプション[32,400円]

プレゼントは多数ご用意
しておりますが、万一品切れ
の際はご容赦ください。

『今乗っているクルマの下取価格を知りたい。』

 

生まれ変わった新型ヴェルファイア 試乗会！生まれ変わった新型ヴェルファイア 試乗会！生まれ変わった新型ヴェルファイア 試乗会！生まれ変わった新型ヴェルファイア 試乗会！生まれ変わった新型ヴェルファイア 試乗会！生まれ変わった新型ヴェルファイア 試乗会！

☆

☆

☆

☆
☆ ☆

☆

☆

『気になるクルマに乗ってみたい。』

このチャンスにぜひどうぞ！

●車両本体価格　2,931,709円

体感して
ください。

新型ヴェルファイア Z“A エディション”［2.5L］ 2WD 7人乗り
車両本体価格3,754,473円

写真はZ“Aエディション”

■ボディカラーの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＜32,400円別途必要＞

 

車両本体価格3,754,473円のうち頭金50万円
★割賦元金3,254,473円を84回払いの場合
●実質年率3.8％　●初回27,438円　●月々
23,000円×69回　●ボーナス月15万円×14回
●支払総額(含頭金等） 4,214,438円

車両本体価格3,754,473円のうち頭金50万円
★割賦元金3,254,473円を60回払いの場合
●実質年率3.8％
●初回18,023円　
●月々14,500円×48回
●ボーナス月15万円×10回
●最終月（60回目）1,501,790円
　　または0円※1　
●支払総額（含頭金等） 4,215,813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
お支払例

 月々
らくらく23,000円

ネッツ南国
らくらくローン
お支払例

デビュー1ヶ月 話題沸騰！

みんなでドライブに
出かけよう♪

たっぷり収納、たたむとコンパクト
とっても便利なトートバッグです！



 

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

２/２８　 ３/１ネッツ南国大商談会！

２日間限りの愛車
メンテナンスフェア
２日間限りの愛車
メンテナンスフェア

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）

ぴかぴか洗車付き！

エアコンのいやなニオイの原因は、 花粉やホコリ・チリが
エアコン内部のエバポレーターに 付着蓄積し、結露した状態
と重なり、カビやダニが繁殖しやすい環境をつくり出し、カビ菌や
ダニの死骸が 発生するからです。カーエアコン内部は家庭用エアコンと
異なり 構造が複雑になっております。 専門知識を持った 販売店スタッフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へお任せください。 

●汚れたエバポレーター  　●施工後のエバポレーター

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]

車両本体価格

1,686,857円
特別装備合計

152,897円＋ ＝1,839,754円を

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

25,400円月々

 

ネッツ南国
エコカーローン
お支払例

30.4 ※2

【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

特別
価格

（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

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　

写真のボディカラーは

クールソーダメタリック〈8V7〉

ヴィッツ 車両本体価格1,450,145円

1.3F　[2WD・5人乗り] 

アクア

車両本体価格

1,887,055円

Ｓ [2WD・5人乗り] 

 

遊びゴコロちょっと強め、
アクアのニューフェイス

“X-URBAN”（エックス・アーバン）。

ご覧の通りクロスオーバーな雰囲気を
まとったアクアの新グレードです。

ボディカラー11色とパーツカラー3色の組み
合わせで33パターンのルックスが選べます。

アクア　X-URBAN（2WD・5人乗り）　
車両本体価格2,046,109円

＊1.3L（2WD車）の場合

25.0 ※2

＊

１７ 色からアナタ色を選ぶ楽しさ。
誰からも愛される、シンプルスタイル。

●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2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。

写真のボディカラーはスーパーレッドⅤ〈3P0〉

５

残価設定型
らくらくプラン
お支払例 7,500円

月々
らくらく

8,600円
月々

らくらく
特別価格1,450,145円のうち頭金
450,145円⇒割賦元金100万円を36
回払いの場合　●実質年率3.8％　
●初回9,466円　●月々8,600円×28回
●ボーナス月5万円×6回　●最終月
（36回目）536,550円または0円※1　
●支払総額（含頭金等）1,536,961円　

残価設定型
らくらくプランお支払例

エコカー限定低金利 （保証料別途必要）2.2％

＊1. 2014年12月8日現在。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（株）調べ。
＊2. Xアーバンは33.8km/Lになります。
＊3.オプション装着により、車両重量が1,090kg
以上の場合、33.8km/Lとなります。

世界トップレベルの低燃費。
３７.０㎞/Lを実現。　　

＊1

＊2＊3

写真のボディカラー・チェリーパールクリスタルシャイン〈3S7〉はメーカーオプション＜32,400円＞となります。
シャイニーデコレーション限定カラー（シャイニーデコレーションをメーカーオプション選択した場合にのみ、選べるボディカラーです。

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　
●実質年率2.2％(保証料別途必要）　●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

エコカー限定低金利 （保証料別途必要）2.2％

15,200円月々
ネッツ南国

エコカーローン
お支払例

37.0 ※2

走り去っても強い印象を
残すクルマがあれば、
それがSAIです。

車両本体価格4,330,286円のうち頭金330,286円
⇒割賦元金400万円を60回払いの場合　
●実質年率2.2％(保証料別途必要）　●初回47,605円
●月々46,700円×49回　●ボーナス月20万円×10回
●支払総額（含頭金等）4,666,191円

エコカー限定低金利 （保証料別途必要）2.2％

46,700円月々
ネッツ南国

エコカーローン
お支払例

SAI（サイ）

車両本体価格

4,330,286円

G“Aパッケージ” 
[2WD・5人乗り] 

写真はオプション装着車。
ボディカラーはダークブルーマイカ〈8S6〉。

22.4 ※2

ネッツ南国では、あえてお車の値引広告
はいたしませんが、他店の表示価格に対
応した値引、下取り価格などのご相談に
は応じます。また、プリウスや新型ヴィッツ
などの安くお買い求め頂けるお買得車も
多数取り揃えておりますので、ぜひ営業
スタッフまでお気軽にご相談ください。

お客様へ


