
ネッツ南国のゴールデンウィークは・・・ お祭りだぁ !

中古車ウルトラカーニバル開催中︕

（写真はイメージです）

この3日間、ご来場アンケートに
お答えいただいたお客様に
抽選でステキなプレゼント
が当ります︕ おたのしみ抽選会　　　 開催 !おたのしみ抽選会　　　 開催 !

●上記以外のブリヂストンタイヤも同時割引させて頂きます。ご相談ください。●価格は全てご来店現金価格（税込み）です。●通常
価格（1本当たり）とは、タイヤ代金+廃タイヤ処理費用(378円）+タイヤ入替料（鉄648円/アルミ1080円）+エアバルブ料（302円）です。

●ヴィッツクラス
  （165/70Ｒ14）
　NEXTRY（ネクストリー）

特別価格8,632円

通常価格
11,372円を

特別価格30,813円

●ヴェルファイアクラス
　（235/50Ｒ18）
　ECOPIA EX20RV 

通常価格
35,996円を

トクトク
オイル交換デー
トクトク
オイル交換デー
●エンジンオイル交換[SN 5Ｗ-30の場合]

通常4㍑ 5,610円（交換料込）を

通常4㍑ 6,040円（交換料込）を

●＊省燃費エンジンオイル交換[SN 0Ｗ-20の場合]

・上記は4㍑の場合の料金です。＊省燃費エンジンオイルは、
車種・エンジン型式による対応車に限ります。

品物は十分ご用意しておりますが、
万一品切れの際はご容赦下さいませ。

ネッツ南国ゴールデンウィークカレンダー

（税込）

ガスケット料金は別途必要です。

お客様名　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　　　　　担当

様
ご予約ください!

お客様名　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　　　　　担当

様
ご予約ください!

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3,700円
◎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。

〈窒素ガス充填〉無料サービス実施！
（高知本店のみのサービスとなります。）

ブリヂストンタイヤフェア

期間中タイヤ交換のお客様に
オリジナルグッズをプレゼント！

●軽自動車クラス
　（145/80Ｒ13）
　NEXTRY（ネクストリー）

特別価格6,532円

通常価格
8,996円を

特別価格13,414円

●VOXY・プリウスクラス
　（195/65Ｒ15）
　NEXTRY（ネクストリー）

通常価格
16,664円を

室内
  消臭

通常1,080円を

500円

室内
  抗菌

通常1,080円を

500円

通常4,620円を

エアコン
　　洗浄

この3日間、タイヤ交換のお客様は、●タイヤ交換工賃

●エアバルブ料　●ホイールバランス料　●廃タイヤ処理料が

●この3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！予約制

この機会をお見逃しなく!

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。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。 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。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。

いよいよゴールデンウィークスタート︕日頃、頑張ってくれている
愛車のために、安心のメンテナンスはいかがですか︖

●会場︓ネッツ南国【高知本店】U-Car展示場
お探しのクルマがきっとみつかる！
お探しのクルマがきっとみつかる！ 来てね♪来てね♪

中古車ウルトラカーニバル開催中︕

グラファイトワイパーゴム交換

(例えばアクアなら通常2,829円を1,690円)

※トヨタ車以外は部品がない場合がございますので、事前にお問い合わせください。

40％OFF通常価格の

室内消臭

通常1,080円を

500円

室内抗菌

通常1,080円を

500円

ガラス
  コート

通常1,080円を

500円

油膜とり

通常1,080円を

500円

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3,700円
◎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。

エアコン洗浄
通常4,620円を

2,300円
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おたのしみ抽選会おたのしみ抽選会

2,400円2,400円

●エンジンオイル交換[SN 5Ｗ-30の場合]

通常4㍑ 5,610円（交換料込）を

通常4㍑ 6,040円（交換料込）を

●＊省燃費エンジンオイル交換[SN 0Ｗ-20の場合]

・上記は4㍑の場合の料金です。＊省燃費エンジンオイルは、
車種・エンジン型式による対応車に限ります。

予約制

品物は十分ご用意しておりますが、
万一品切れの際はご容赦下さいませ。

第2弾

この2日間、オイル交換の
お客様に︕徳島・岸本農園の
　　『ハイビスカス』を
　　　プレゼントいたします。

プレゼント!
この2日間、オイル交換の
お客様に︕徳島・岸本農園の
　　『ハイビスカス』を
　　　プレゼントいたします。

これからの季節にぴったり♪

プレゼント!

メンテナンスメニューメンテナンスメニューメンテナンスメニュー メンテナンスメニューメンテナンスメニューメンテナンスメニューうれしい洗車つき! うれしい洗車つき!

昭和の日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

（フロントガラスのみ）
（フロントガラスのみ）



タマホーム

●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28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。

ネッツ南国GWスペシャルフェア︕ネッツ南国GWスペシャルフェア︕
4/2９金30土5/1日

第一弾 5/3火4水5木 5/7土8日第三弾
第二弾

●ご成約プレゼント ●割賦でご成約
   　　プレゼント

●割賦でご成約の場合 割賦でご成約いただいたお客様は下記の商品の
中からお選びいただく事も出来ます。

この6日間、ネッツ南国取り扱い新車（　　　）をご成約いただいた
お客様に下記の商品の中からお好きな品をお一つプレゼント！

ピクシス
を除く

この2日間、ネッツ南国取り扱い

新車（　　　）を割賦でご成約

いただいたお客様にデンソー製

「車載用プラズマクラスター
イオン発生機」をプレゼント！

ピクシス
を除く

FUJIFILM
インスタントカメラ

チェキ
instax mini8

プラス

JAGUAR

コンパクト
ミシン
MM-222I

パナソニック

スチーマー
ナノケア
EH-SA33

sony
ウォークマン
Sシリーズ 8GB
NW-S14

ワンダーコア
スマート

パナソニック

衣類
スチーマー
NI-FS360

◆1.0F“LED Edition”　［2WD・5人乗り］
◆車両本体価格　1,372,582円

アクア ◆車両本体価格　2,155,091円［2WD・5人乗り］

特別仕様車　X-URBAN “Solid”　

ヴォクシー ◆車両本体価格　3,229,200円　［2WD・7人乗り］

ハイブリッド　ZS（7人乗り・２WD）

特別仕様車X-URBAN“Solid”（ベース車両はX-URBAN）。ボディカラーは
スーパーレッドV〈3P0〉。専用フェンダーアーチモール（艶消しブラック）は販売店装
着オプション。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

月々5,900円の
残価設定型プランお支払い例

月々21,400円の
残価設定型プランお支払い例

車両本体価格2,155,091円のうち頭金755,091円　★割賦元金

140万円を60回払いの場合　●実質年率3.2％（ハイブリッドカー

限定低金利）　●初回10,133円　●月々5,900円×49回

●ボーナス月8万円×9回　●最終月（60回目）538,770円

または0円※1　●支払総額（含頭金等）2,313,094円

車両本体価格3,229,200円のうち頭金

500,000円　★割賦元金2,729,200円

を60回払いの場合　●実質年率

3.2％（ハイブリッドカー限定低金利）　

●初回25,920円　●月々21,400円

×48回　●ボーナス月8万円×10回　

●最終月（60回目）1,194,804円

または0円※1　

●支払総額（含頭金等）3,547,924円

車両本体価格1,372,582円のうち頭金372,582円

★割賦元金100万円を60回払いの場合

●実質年率3.8％　●初回4,706円　●月々3,900円×

49回　●ボーナス月70,000円×9回

●最終月（60回目）301,968円または0円※1

●支払総額（含頭金等）1,500,356円

ヴィッツ 特別仕様車

写真のボディカラーはクールソーダメタリック〈8V7〉

写真ボディカラーはブラック〈202〉

憲法記念日 みどりの日昭和の日 こどもの日

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）

ヴェルファイア ◆車両本体価格　3,754,473円

　　　　　　　　　［2WD・7人乗り］

2.5Z “A EDITION”　

車両本体価格3,754,473円のうち

頭金500,000円　★割賦元金

3,254,473万円を60回払い

の場合　●実質年率3.8％

●初回27,989円　●月々

26,700円×48回　●ボーナ

ス月9万円×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）4,211,379円

月々26,700円の
残価設定型プランお支払い例

月々3,900円の
残価設定型プランお支払い例
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ご来場お待ち

しております！

コンパクト
腹筋マシン
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