
新型オーリス発表試乗会！

ヴィッツ特別仕様車
1.0Ｆ“Ｓmart Style”

1,339,495円

●車両本体価格

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1,339,495円を60回払いの場合　
●実質年率3.8％　●初回15,701円　●月々15,400円×49回　
●ボーナス月7万円×10回　●支払い総額　1,470,301円

車両本体価格 1,339,495円を60回払いの場合　
●実質年率3.8％　●初回11,534円　●月々10,200円×48回
●ボーナス月7万円×10回　●最終月（60回目）294,690円
または0円※1　●支払い総額1,495,824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10,200円残価設定型らくらくプランなら

月々らくらく15,400円ネッツ南国らくらくローンなら

●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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。★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。※2. 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。※3. Xアーバンは33.8km/Lになります。※4. 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。※5オプション装着により、車両重量が980㎏以上の場合20.8㎞/Lとなります。

タマホーム

新登場

（2WD・5人乗り）
限定５台！用品ナビ

３万円分プレゼント
限定５台！用品ナビ

３万円分プレゼント

写真のボディカラーは
イエロー〈5A3〉

世界トップレベルの低燃費。
３７.０㎞/Lを実現。　　

※2

※3※4

1,887,055円

●車両本体価格

アクア S グレード （2WD・5人乗り）

エコカー限定低金利

（保証料別途必要）
2.2％ネッツ南国なら！

エコカー限定低金利

（保証料別途必要）
2.2％ネッツ南国なら！ ２１.６ ※5

４/25（土）26（日）ネッツ南国ハイブリッド＆コンパクトカーフェア！
試乗車については各店舗までお問い合わせください。

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3.2％（エコカー限定）
●初回4,466円　●月々3,800円×48回
●ボーナス月75,000円×10回　●最終月（60回目）509,504円
または0円※1　●支払い総額（頭金含む）2,033,425円

月々らくらく3,800円残価設定型らくらくプランなら

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

月々15,200円ネッツ南国エコカーローンなら

2,590,037円

●車両本体価格

オーリス 120T（2WD）

写真のボディカラーは
レッドマイカメタリック 〈3R3〉

気持ちのよい加速と
　　　優れた燃費性能。

プリウス試乗会！
試乗車については各店舗までお問い合わせください。

試乗・査定プレゼント
この2日間、当社取り扱い新車
に試乗または査定されたお客様
に便利な「マイクロファイバー
クロス」をプレゼント！

試乗・査定プレゼント

プリウス （2WD・5人乗り） 

Ｓツーリングセレクション

写真のボディカラーは
シルバーメタリック〈1F7〉

30.4
★

2,592,000円
車　　　両
本体価格

エコカー限定低金利

（保証料別途必要）
2.2％ネッツ南国なら！

エコカー限定低金利

（保証料別途必要）
2.2％ネッツ南国なら！ 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

月々25,400円ネッツ南国エコカーローンなら

新開発 1.2L 8NR-FTS（直噴ターボ）エンジン

37.0
★

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 2,590,037円のうち頭金390,037円
⇒★割賦元金220万円を60回払いの場合　●実質年率

3.8％　●初回18,261円　●月々13,600円×48回
●ボーナス月12万円×10回　●最終月（60回目）595,709

円または0円※1　●支払い総額（含頭金等）2,856,807円

月々13,600円残価設定型らくらくプランなら月々22,100円ネッツ南国らくらくローンなら

車両本体価格2,590,037円を84回払いの場合　
●実質年率3.8％　●初回23,774円　
●月々22,100円×69回　●ボーナス月10万円×14回
●支払い総額　2,948,674円

割賦でご成約プレゼント割賦でご成約プレゼント

ふくらはぎを
しぼり上げマッサージ。

●Panasonic
　くるくるドライヤー
　ナノケア
　　EH-KN95

｢ナノイー｣で、髪と地肌
をいたわりながら、
美しくスタイリング。 

●象印 RF-AA20
　ふとん乾燥機
　マット＆ホース不要

面倒なマット、ホースを
使わない簡単で使い
やすい布団乾燥機。

●Panasonic
 エアーマッサージャー
　レッグリフレ
　　EW-NA34

●Panasonic
 エアーマッサージャー
　レッグリフレ
　　EW-NA34

この2日間、当社取り扱い新車（ピクシス除く）を割賦
にてご契約いただいたお客様に、こちらの中から１点
お選び頂きプレゼントいたします！

この2日間、当社取り扱い新車（ピクシス除く）を割賦
にてご契約いただいたお客様に、こちらの中から１点
お選び頂きプレゼントいたします！



毎回大好評のブリヂストンタイヤフェア開催決定！

燃料消費率
（国土交通省審査値）

26.2㎞ /Ｌ26.2㎞ /Ｌ

低燃費 !低燃費 !

写真のボディカラーはオレンジメタリック〈4Ｒ8〉

車両本体価格2,931,709円を
84回払いの場合
●実質年率2.2％
　(保証料別途必要）
●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　　　　   円26,900

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

プリウスでありながら、
プリウスとは全く違う存在感。

『FRスポーツを極めずして、何のクルマメーカーか』
 その情熱から遠ざかっていた期間を補って余りある
 モチベーションで出来たクルマ、それが86です。

残価設定型
らくらくプランなら

月々　　　　  円7,100

車両本体価格2,905,200円のうち頭金405,200円
★割賦元金250万円を60回払いの場合
●実質年率3.8％　●初回7,107円　●月々
7,100円×48回　●ボーナス月15万円×10回
●最終月（60回目）987,768円または0円※1
●支払総額3,240,875円

写真のボディカラーはピュアレッド〈M7Y〉

◆車両本体価格　2,905,200円
◆GT　[6ＭＴ・4人乗り] 　

◆ZR　[7人乗り]
◆車両本体価格4,919,891円 

見かけによらず低燃費。
いい意味で
裏切ってます。

高知本店・あさくら太陽店にて実施中

高知本店では
私がアドバイス
いたします！

●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。

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、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。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。*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。

◆車両本体価格3,754,473円
◆Z“A エディション”［2.5L・2WD・7人乗り]

大胆不敵に変わったビッグフェイス。
おかげさまで大好評です！

残価設定型

らくらくプランなら

月々　　　　   円14,500

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　

お客様に燃費をもっと伸ばすエコドライブのコツをアドバイスする、
トヨタのサービスです。試乗車に設置したデータレコーダーのデータ
を分析し、エコドライブマスターのデータを基準に点数化。
お客様に適したアドバイスを実施します。

□あんしん点検+エンジンオイル交換
・エンジンオイル（5W-30）4㍑の場合、通常7,230円を

・省燃費オイル（0W-20）4㍑の場合、通常7,660円を

◎エンジンオイルはトヨタ純正SNグレード。4㍑を超える場合は差額分を申し受けます。
◎料金の内訳は、あんしん点検通常1,620円を1,000円。オイル交換4㍑（5W-30の場合
通常5,610円、0W-20の場合 通常6,040円）を2,700円。

お買得車満載！
試乗も愛車の

メンテナンスも
この 2 日間が

とっても
お得！

いよいよゴールデンウィーク!!
ロングドライブに備えて愛車の
メンテナンスをどうぞ。

３,700円

ネッツ南国
ネッツ南国

ＮＥＷ!

◆車両本体価格　2,755,542円
◆特別仕様車ＺＳ“煌（きらめき）”[2WD・7人乗り] 

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。

残価設定型

らくらくプランなら

月々　　　　   円12,100

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

写真のボディカラーはブラック〈202〉

※ミニバンとは３列シートの国産車を指します。

販売台数は自販連調べ (2014 年１月～ 12 月）。

ミニバン順位はトヨタ自動車㈱調べ。

ブリヂストンタイヤフェア

この 4 日間、ブリヂストンタイヤを特別価格にてご提供させていただきます。
各営業所までお電話でご予約ください。詳しくはスタッフまで。

予告
毎回大好評のブリヂストンタイヤフェア開催決定！

この 4 日間、ブリヂストンタイヤを特別価格にてご提供させていただきます。
各営業所までお電話でご予約ください。詳しくはスタッフまで。

ハイブリッドカー限定

エコカーローンなら

月  々　　　　   円27,800

車両本体価格4,919,891円のうち
頭金1,919,891円（下取車でもＯＫ）

★割賦元金3,000,000円を
84回払いの場合
●実質年率2.2％(保証料別途必要）

●初回32,980円
●月々27,800円×69回
●ボーナス月10万円×14回
●支払総額(含頭金等） 5,271,071円

ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉＜32,400円＞はメーカーオプション ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉＜32,400円＞はメーカーオプション

大胆不敵に変わったビッグフェイス。
おかげさまで大好評です！ 見かけによらず低燃費。

いい意味で
裏切ってます。

2日間限定
2日間限定

残価設定型らくらくプランなら 月々7,500 円

限定
３台

ネッツ南国オリジナル・1.5Ｆ（2ＷＤ・5人乗り）
“ナビ＆バックカメラ付スペシャルバージョン”

●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

【お得な特別装備】

特別価格1,750,000円のうち頭金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85,000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　

ナビ＆バックカメラ付で安心！

ネッツ南国オリジナル・1.5Ｆ（2ＷＤ・5人乗り）
“ナビ＆バックカメラ付スペシャルバージョン”

ぴかぴか洗車付き！

チャレンジ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！

チャレンジ！エコドライブ！

写真のボディカラーは
シトラスマイカメタリック〈6W2〉
写真のボディカラーは
シトラスマイカメタリック〈6W2〉

チャレンジ！エコドライブ！チャレンジ！エコドライブ！

ネッツ南国
ゴールデンウィーク前の
特別な 2 日間！

ネッツ南国
ゴールデンウィーク前の
特別な 2 日間！


