
（ミリ波レーダー+単眼カメラ方式）
プリクラッシュセーフティシステム

2種類のセンサーにより、車両だけでなく歩行者も検知。
また高速域でも作動し、衝突の回避や、被害軽減をサポート。

オートマチックハイビーム

先行車や対向車のライトを認識し、
ヘッドライトの上下の向きを自動で切り替えます。

レーダークルーズコントロール

前のクルマの加速・減速に合わせ、
一定の車間距離を保ちながら、追従走行ができます。

5万円引き

さらに進化した、独自の美意識を徹底したスタイリング。

SUV:自販連区分 ジープ型の四輪駆動車でワゴンと
バン・トラックを含む（2WDを含む）の国産車

上半期
SUV販売台数

No.1
販売台数は自販連調べ
（2017年1月～6月）

C-HR HYBRID G
1800cc 2WD5人乗り

C-HRは、車両本体価格2,516,400円（消費税込）からございます。

車両本体価格

2,905,200円［税込］
Photo：HYBRID G。ボディカラーのブラック〈202〉
×メタルストリームメタリック〈1K0〉［2NK］＜
32,400円＞はメーカーオプション。Bi-Beam LED
ヘッドランプ＋LEDクリアランスランプ＋LEDシー
ケンシャルターンランプ＋LEDデイライトとLEDリ
ヤコンビネーションランプはセット＜151,200円＞
でメーカーオプション。■写真は合成です。

プリウス S“Safety Plus”
1800cc 2WD5人乗り

プリウスは、車両本体価格2,429,018円（消費税込）からございます。

車両本体価格

2,693,520円［税込］

2 TONE COLOR

Debut！

■これらの機能はあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■これらの機能はあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

スタイルと快適さにこだわりながら、
頼れる安心をプラスした特別仕様。
先進の安全機能「Toyota Safety Sense C」を標準装備、
毎日のドライブをサポートします。

全店

試乗車
あります

車　　両
本体価格1,384,560円［税込］

ヴィッツ 1.0 F “Safety Edition”

ヴィッツは、車両本体価格1,181,520円（消費税込）からございます。

1000cc5人乗り

Photo：1.0 F “Safety Edition”。
ボディカラーはクリアブルークリスタルシャイン〈8Y3〉＜32,400円＞はメーカーオプション。

3,269,160円
車両
本体
価格

消費税抜き
3,027,000円

HYBRID ZS

Photo：HYBRID ZS。ボディカラーのイナズマスパーキングブラックガラスフレーク〈224〉＜32,400円＞はメーカーオプション。

ネッツトヨタ熊本はみなさまの安全・安心なカーライフをサポートします。

Photo：S“Safety Plus”（2WD）。
ボディカラーはスティールブロンドメタリック〈4X1〉。

TANK カスタムG-T
1000cc 2WD5人乗り

TANKは、車両本体価格1,463,400円（消費税込）からございます。

車両本体価格

1,965,600円［税込］
Photo：カスタムG-T（2WD）。ボディカラーはマゼンダベリーマイカメタリック〈R72〉。

アクア Crossover
1500cc 2WD5人乗り

アクアは、車両本体価格1,785,240円（消費税込）からございます。

車両本体価格

2,062,800円［税込］ Photo：Crossover。ボディカラーはベージュ〈4U0〉。
スマートエントリーパッケージ、LEDヘッドランプパッケージはメーカーパッケージオプション。

プリクラッシュセーフティシステム（レーザーレーダー+単眼カメラ方式）

2種類のセンサーにより、衝突の危険を知らせるとともにドライバーのブレーキをアシスト、
さらに「自動ブレーキ」で衝突の回避や、被害軽減をサポート。

オートマチックハイビーム

先行車や対向車のライトを認識し、
ヘッドライトの上下の向きを自動で切り替え。

レーンディパーチャーアラート

白線（黄線）を踏み越えそうな場合、
ブザーとディスプレイでお知らせ。

レーンディパーチャーアラート

白線（黄線）を踏み越えそうな場合、
ブザーとディスプレイでお知らせ。

ドアロック施錠ドアロック解錠
エンジンスイッチ
（ガソリン車）スマートキー

●アウトサイドドアハンドル（メッキ加飾） 
●スマートエントリー＆スタートシステム／イルミネーテッドエントリーシステム（パワーまたはエンジンスイッチ）

Toyota Safety Sense

C
Toyota Safety Sense

P
レーザーレーダー 単眼カメラ ミリ波レーダー 単眼カメラ

1.
2.
3.
4.
5.

衝突回避支援ブレーキ機能
誤発進抑制制御機能
衝突警報機能（対車両・対歩行者）
車線逸脱警報機能
先行車発進お知らせ機能

ヒヤリに備える5つの柱。

事故防止を目指して生まれた先進の技術。

オプション装着車オプション装着車オプション装着車オプション装着車 限定
特典or

※スマートアシストⅡも適用

標準装着車標準装着車標準装着車標準装着車

※1. HYBRID F、F、F“SMART STOPパッケージ”、F“Mパッケージ”はメーカーオプション＜54,000円＞。

※3. Xはメーカーオプション＜54,000円＞。 ※4. S、Lはメーカーオプション＜54,000円＞。

※2. S、S“ツーリングセレクション”、Eはメーカーオプション＜86,400円＞。

バックガイドモニター ETC車載器ビルトインタイプ

or

さらに!!　　VOXYご成約時に
トヨタ純正ナビを付けると
オプションプレゼント!!

　　VOXYご成約時に
トヨタ純正ナビを付けると
オプションプレゼント!!

トヨタセーフティセンス

※1

※3

※4

※2

全車標準装備

カメラ一体型
ドライブレコーダー

全車種
対象



水俣店
☎0966-63-1265

人吉店
☎0966-23-3021

菊池店
☎0968-24-5311

or

山鹿店
☎0968-44-3101

山鹿店
ローソン

マクド
ナルド

セブン
イレブン

山鹿バスセンター山鹿バスセンター

荒尾店
☎0968-63-2587

荒尾店岱志高校 阿蘇店

松橋店
☎0964-33-1166

八代店
☎0965-33-3411

阿蘇店
☎0967-34-2525

玉名店
☎0968-57-5100

天草店
☎0969-23-2151

人吉店

マクドナルド

八代店

菊池
こども
クリニック

菊池店 天草店

水俣店松橋店

玉名店

至荒尾

至植木

玉名バイパス

ドラッグコスモス
　●

西松屋
　●

●すき家
ヒライ●

スーパーキッド
●

●ナフコ
国道208号線

日5土311

祝 4
ご成約 プレゼントプレゼント

オークリー
ハンドタオル
プレゼント

試乗 プレゼントプレゼント

※プレゼントは各店にてご用意しております。品切れの際はご了承ください。

とりあえずネッツのフルラインナップ ： カムリ　C-HR  タンク  アクア  プリウス  プリウスα  SAI  シエンタ  スペイド  ヴェルファイア  オーリス  ヴィッツ  ヴォクシー  86  レジアスエース  ライトエース

お客様相談テレホン
受付時間 9：30～18：00

★トヨタ ヴォクシー ZS“GR SPORT”は、架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。持ち込み登録車は、登録時の実測値により燃費基準達成レベルが適用されるため、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合があります。 ●価格は消費税8％込み
です。 ●車両本体価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ●価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です ●保険料、税金（除く消費税）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（12,760円）が別途必要となります。詳しくは販売店スタッフにおたずねください。 ●写真は合成
です。 ●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。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。 ●掲載の内容は、2017年10月20日現在のものです。 ●詳しくは車種カタログをご覧いただくか販売店スタッフにおたずねください。

0120-448699 月 火 水 木 金 土日

店休日11月の店休日2017年

11
12 13 14 18
19 20 21

27

15 16
25

26 28 29 30 31
22 23 24

4
10
17

3
5 6 7 8

21
9

検索ネッツトヨタ熊本お得な情報満載！今すぐアクセス！

ミニバンの概念を超える走行性能

車両本体価格 3,257,280円 （消費税抜き3,016,000円）

ZS“GR SPORT”

左：GR SPORT“GR”。オプション装着車。トヨタ ヴィッツGR SPORT“GR”は、架装車両のため、持ち込み登録となります。中央：S“ナビパッケージ・GR SPORT”。オプション装着車。トヨタ プリウス PHV“GR SPORT”は、架装車両のため、持ち込み登録となります。 右：ZS“GR SPORT”。オプション装着車。トヨタ ヴォクシー ZS“GR SPORT”は、架装車両のため、持ち込み登録となります。 http：//toyotagazooracing.com/

Photo：ZS“GR SPORT”。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。専用アルミホイール（ダークスパッタリング仕様）＜69,660円＞はGR SPORT専用メーカーオプション。GRボ
ディストライプ＜26,410円(税・工賃込)＞は販売店装着オプション。

車両本体価格 3,711,960円 （消費税抜き3,437,000円）

S“GR SPORT”

Photo：S“GR SPORT”。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。
GRボディストライプ＜25,110円(税・工賃込)＞は販売店装着オプション。

ラリーで培った叡智の結晶

車両本体価格 2,303,640円 （消費税抜き2,133,000円）

GR SPORT“GR”(CVT)

Photo：GR SPORT“GR”（CVT）。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。ナビレディセット＜37,800円＞はメーカーセットオプション。“GR”専用アルミホイール（ダークスパッ
タリング）＜64,800円＞は“GR”専用メーカーオプション。GRリヤスポイラー＜87,480円(税・工賃込)＞、GRボディス
トライプ＜23,810円(税・工賃込)＞、GRホイールデカール＜29,160円(税・工賃込)＞は販売店装着オプション。

攻めのプラグインハイブリッド

TOYOTA GAZOO Racing が生んだ
 スポーツカーブランド GR 始動。
TOYOTA GAZOO Racing が生んだ
 スポーツカーブランド GR 始動。

至
熊
本
イ
ン
タ
ー

至
県
庁 アプライド

東バイパス

北
バ
イ
パ
ス

マ
ク
ド
ナ
ル
ド

ゴルフパートナー
セブンイレブン

東バイパス店ネッツワールド東バイパス店
清水店、浜線店、健軍桜木店
川尻店、田崎店

ネッツワールド東バイパス店
清水店、浜線店、健軍桜木店
川尻店、田崎店

6店合同

事前にご予約くださ
い。

期間中タイヤを交
換されると

QUOカード
プレゼント!!
QUOカード
プレゼント!!
QUOカード
プレゼント!!
QUOカード
プレゼント!!

●詳しくはスタッフ
までおたずねくださ

い。

タイヤ2本以上＆

バッテリー交換で1
,000円分

タイヤ2本以上で5
00円分

東バイパス店特設会場 ☎096-382-1234

※詳しくは店頭スタッフまでお尋ねください。※詳しくは店頭スタッフまでお尋ねください。

高重心なミニバンのふらつきを抑え、ハンドリ
ング性能と操縦安定性能を向上させたミニバ
ン専用タイヤです。低燃費性能やロングライフ
性能などの経済性も両立しています。

高い低燃費性能とロングライフ性能を持ちな
がら、ハイレベルなウエット性能をも備え、経
済性と安心感を両立したスタンダードなエコタ
イヤです。

期間限定

大特価!!
期間限定

大特価!!

ミニバン用
タイヤ

エコタイヤ
プレイランド
参加無料

プラレールジオラマ

参加料：500円（税込）
トミカつり

参加料：500円（税込）
プラレールあみだくじ

トミカ・プラレールわくわくパーク
11/3（祝）・4（土）・5（日）
会場：東バイパス店特設会場

9：30～18：00

※写真はイメージです。

つりざおを使って、欲しいトミ
カをつりあげよう！お気に入
りのトミカはつれるかな？

好きなレールを選んでプラ
レールを走らせよう！うまく
ゴールにたどりつけるかな？

プラレールで自由に遊べる広
場だよ！

プラレールが走る楽しいジオ
ラマだよ！

511

日

一日店長

ミニゲーム
ビンゴ①11：00～

②14：00～

何が
当たる

か

お楽
しみ
!!藤本一精藤本一精

11/30●まで木

抽選で

4組様
さらに

!!「阿蘇プラザホテル」
ペア宿泊券（1泊2食付）が当たる!!

試乗キャンペーン

「阿蘇プラザホテル」
温泉入浴券プレゼント

期間中、当ホームページより試乗ご予約後、
ネッツ熊本各店でご試乗いただいたお客様に

詳しくは、WEBで!!

●ライン工房のクッキー販売
●からあげ ●うどん

■GRSOORTVitz・GRSOORTVOXY 試乗できます。

GR 試乗車あります !
下記マップをご覧ください。

ぽかぽかの冬にする！
空クジなしの
大抽選会

見積りor査定のお客様に

キッチンボトル
（ハーブ栽培セット）
プレゼント！

阿部牧場
人気の阿蘇の
草原とぶ牛クッキー

ソーセージ
プレゼント！

鳥の水炊きセット
プレゼント！

試乗・査定のお客様に

試乗・査定のお客様に

査定・見積りのお客様に 毎年恒例！
鍋の季節到来！

鍋スープとチャンポン麺
プレゼント!

ご来場のお客様に

豪華プレゼントを
ゲットせよ！！

※1000円～3000円未満で１回、
　3000円～10000円未満で２回、
　10000円以上で３回参加できます

※1000円～3000円未満で１回、
　3000円～10000円未満で２回、
　10000円以上で３回参加できます

1000円以上お支払いの
お客様へ福引大会！

豪華賞品をご用意しておりますので
皆さん遊びに来てはいよ！

ご成約いただいた
お客様の中から抽選で

2018年目前!!
快適カーライフフェア!!

※数に限りがございますのでご了承下さい※数に限りがございますのでご了承下さい

秋の行楽
豪華景品
プレゼント！

査定or自動車保険証券診断で

日用品プレゼント

ネッツ駄菓子屋さん開催！

査定、試乗のお客様に

西郷どん
湯けむり５点セット
プレゼント

温泉で体を癒し
次の日も頑張ろう
キャンペーン

お得な

11/
迄30木

秋の行楽シーズン!! 旅行など長距離ドライブの前に
お得に交換できるこのチャンスぜひ、ネッツ熊本！！
秋の行楽シーズン!! 旅行など長距離ドライブの前に
お得に交換できるこのチャンスぜひ、ネッツ熊本！！

※ご来場の方全員
　ご参加いただけます
※ご来場の方全員
　ご参加いただけます

お子様には

お菓子の
掴み取り開催

お子様には

お菓子のプレゼント！

超くまモン
ガチャ祭り開催！
ご来場のお客様に
ガチャを回して
人気のくまモングッズが
当ります！ ご来場のお客様に

ポップコーン
プレゼント

■GRSOORTVOXY 試乗できます。 ■GRSOORTVitz 試乗できます。
※イラストはイメージです。イベント内容は変更になる場合があります。ご了承下さい。

WEB試乗予約限定

※プレゼントは各店にてご用意しております。品切れの際は、後日のお渡しとなります。

ビールorジュースor
オークリー ボストンバック
プレゼント
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