
＊1表示の価格は消費税込み（8％）の価格です。その他の税金・保険料・登録料などの諸費用及び自動車リサイクル料金は別途申し受けます。●上記特典は、ネッツ宮城でTS CUBIC CARD
にご加入いただいた方、もしくは、新規ご加入の方に限ります。 ●詳しくはネッツ宮城のスタッフにおたずねください。 ●掲載の内容は2019年7月現在のものです。

サポカー
自動ブレーキを
搭載した
クルマが対象

サポカーS

自動ブレーキに加えて、高齢者に多いと
言われている踏み間違い事故防止を
サポートする機能を搭載したクルマが対象

自動ブレーキ（対歩行者）/
車線逸脱警報/先進ライト/
ペダル踏み間違い時加速抑制装置

サポカーSワイド
自動ブレーキ（対車両）/
ペダル踏み間違い時
加速抑制装置

サポカーSベーシック＋

サポカーには大きく2つの種類があります
★1.Toyota Safety Senseは予防安全パッケージです。ご契約に際し、Toyota Safety Senseおよびその各システムを安全にお使いいただくための留意事項についてご説明いたします。＜ご使用になる際のお客さまへのお願い＞■運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、つねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。■各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。■ご使用の前には、あらかじめ取扱説明書で各
システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。■運転者自身でプリクラッシュセーフティの自動（被害軽減）ブレーキ制御を試すことはおやめください。　★2.■スマートアシストⅢに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストⅢは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して
必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。■スマートアシストⅢの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。詳細は、webまたは店頭でご確認ください。

2,886,840円
262,872円
67,068円
26,028円
6,588円
24,840円
38,448円

◆ 車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ T-Connect9インチナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ フロアマット特別仕様車用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ サイドバイザーRVワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 盗難防止ナンバーフレームデラックス・・・・・・・・・・・
◆ ETCボイスナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 雨滴除去マルチバックガイドモニター・・・・・・・・・

［2000cc・2WD・7人乗り］ 
VOXY 特別仕様車 ZS“煌Ⅱ”（ガソリン車）

（消費税込）合計 3,312,684円を
Photo:VOXY特別仕様車ZS“煌（きらめき）Ⅱ”（7人乗り・2WD）。

ボディカラーはブラック〈202〉。
Photo:VOXY特別仕様車ZS“煌（きらめき）Ⅱ”（7人乗り・2WD）。

ボディカラーはブラック〈202〉。

14,60014,600月
々 円

※諸費用は含まれておりません。 ※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

●VOXY 特別仕様車 ZS“煌Ⅱ”（ガソリン車）のお支払い例 新車特別金利

1.9％（実質年率）
「チョー楽プラン」＋「使ってバックプラン」

ご利用に限ります。

■頭金（下取車を含む）／780,000円
■割賦元金／2,300,000円
■割賦手数料／108,015円
■初回お支払額（9月）／15,795円

■月々／14,600円×28回
■ボーナス月（12月・7月）／90,000円×6回
■最終回お支払い額／1,443,420円
■お支払い総額／3,188,015円ご利用で

頭金780,000円 の場合36回払い

9,3009,300月
々 円

※諸費用は含まれておりません。 ※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

●スペイド 特別仕様車 F “Noble collection”のお支払い例 新車特別金利

1.9％（実質年率）
「チョー楽プラン」＋「使ってバックプラン」

ご利用に限ります。

■頭金（下取車を含む）／577,720円
■割賦元金／1,430,000円
■割賦手数料／64,685円
■初回お支払額（9月）／11,197円

■月々／9,300円×28回
■ボーナス月（12月・7月）／70,000円×6回
■最終回お支払い額／803,088円
■お支払い総額／2,072,405円ご利用で

頭金577,720円 の場合36回払い

308308万
円
万
円

＊1

円232,684 OFF！！

特別
価格

※用品サポート値引き後の価格です。

10万
円

サポート

T-Connectナビ装着で
オプション用品 5万

円
サポート

で特別低金利

1.9
（実質年率）

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

NEW

スペイド 特別仕様車 F“Noble collection”
［1500cc・2WD］ 

＊1
円2,007,720車両本体価格 ※4WD車も

　ございます。

Photo:スペイド特別仕様車F“Noble collection”（2WD）［ベース車両はF（2WD）］。ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は別途メーカーオプション（32,400円高）。

特別仕様車

F “Noble collection”

特別仕様車にICSが標準装備!
TSS（トヨタセーフティセンス）が
歩行者（昼）にも対応!

全店で試乗会開催中！

Photo：RAV4 dventure（4WD）。
ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］は別途メーカーオプション（54,000円高）。

Photo：RAV4 dventure（4WD）。
ボディカラーのアッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉［2QU］は別途メーカーオプション（54,000円高）。

※インテリジェントクリアランス
　ソナー装着車の場合。
※インテリジェントクリアランス
　ソナー装着車の場合。

9,0009,000月
々 円

※諸費用は含まれておりません。 ※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

●新型RAV4 Adventureのお支払い例 新車特別金利

1.9％（実質年率）
「チョー楽プラン」＋「使ってバックプラン」

ご利用に限ります。

■頭金（下取車を含む）／637,400円
■割賦元金／2,500,000円
■割賦手数料／126,115円
■初回お支払額（9月）／11,675円

■月々／9,000円×28回
■ボーナス月（12月・7月）／80,000円×6回
■最終回お支払い額／1,882,440円
■お支払い総額／3,263,515円ご利用で

頭金637,400円 の場合36回払い

特別低金利

1.9
（実質年率）

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

NEW

新型RAV4 Adventure
［2000cc・4WD・5人乗り］ 

＊1
円3,137,400車両本体価格

T-Connect9インチナビを装着で
チョー楽プラン＋使ってバックを
ご利用の場合

10万
円

サポート

オプション用品

5万
円

サポート

で特別低金利

1.9
（実質年率）

例えば

※ただし、サンシェード付車は「カメラ別体ドライブレコーダー」
  （トヨタ純正・前方のみ）となります。

前後方ドライブレコーダー
（フロント・リアの両方を撮影できるタイプ）1.9 （実質年率）

チョー楽プラン
残価設定型ローン

＋

ご利用で新車をご成約の方に

を

※自動車販売会社及び関連業者・リース契約の方は除かせていただきます。※ネッツ宮城でTS CUBIC CARDにご加入いただいた方、もしくは新規ご加入の方に限ります。
※自動車販売会社及び関連業者・リース契約の方は除かせていただきます。
※ネッツ宮城でTS CUBIC CARDにご加入いただいた方、もしくは新規ご加入の方に限ります。

※自動車販売会社及び関連業者・リース契約の方は除かせていただきます。※ネッツ宮城でTS CUBIC CARDにご加入いただいた方、もしくは新規ご加入の方に限ります。

or
さ
ら
に10万円サポート

 T-Connectナビを装着で 
新車をご成約の方に

オプション用品

5万円サポート

 エントリーナビを装着で 
新車をご成約の方に

オプション用品

5万円サポート

オプション用品
をご利用で新車をご成約の方に＋

残価設定型ローン（チョー楽プラン）特
別
低
金
利

新
車

ご
成
約
特
典

新
車

ご
成
約
プ
レ
ゼ
ン
ト

在庫車をご成約の方に

プレゼント！

プリウス アクア タンク VOXY ヴェルファイアC-HRシエンタ用品サポート対象車 ヴィッツ スペイド

宮城トヨタグループ

7 20 21SAT SUN・ & 27 28SAT SUN・

ミニバン ハイブリッド
お買得フェア

10月の消費税増税のタイミングで、自動車関連諸税の見直しが行われます。
①自動車取得税が
　廃止されます。

②自動車税が引下げられます。
10月1日以降に新規登録された自家用
乗用車の自動車税の恒久減税

③環境性能割が導入されます。
10月1日以降に取得した自家用自動車・
軽自動車に課税、1年間は1％減税乗り換え・購入をご検討中の方はお早めにご相談ください！

消費税は2019年10月から8％から10％へ！

＆
週末はお近

くの

ネッツトヨタ
宮城へ！週末はお近
くの

ネッツトヨタ
宮城へ！話題の新型

車から

  お買得車
まで

　　　　勢
揃い！

話題の新型
車から

  お買得車
まで

　　　　勢
揃い！



本社／仙台市宮城野区日の出町2-3-7　☎022-236-9011 http://www.netz-miyagi.co.jp
［平日］ 9：30～19：00  ［土日祝］ 9：30～18：00
※毎週火曜日は定休日となります。

営業
時間

各種イベント情報をお届け！
こちらのQRコードを読み取って
空メールを送るだけの簡単登録！

MTGメルマガ会員募集中

＊1表示の価格は消費税込み（8％）の価格です。その他の税金・保険料・登録料などの諸費用及び自動車リサイクル料金は別途申し受けます。●上記特典は、ネッツ宮城でTS 
CUBIC CARDにご加入いただいた方、もしくは、新規ご加入の方に限ります。●詳しくはネッツ宮城のスタッフにおたずねください。●掲載の内容は2019年7月現在のものです。

「使ってバックプラン」は新車ご購入時に申請が必要です。TS CUBIC CARDのご利用で貯まったポイントを、お車のクレジットご利用期間中1ポイント＝1.5円でキャッ
シュバックできるトヨタならではのサービスです。キャッシュバックの方法は「月々クレジット支払額への充当（毎月充当）」と「年1回のお振込」からお選びいただけます。
※ネッツ宮城で TS CUBIC CARD にご加入の方、もしくは新規ご加入の方に限ります。※詳しくはスタッフまでおたずねください。

■掲載のお支払い例はあくまでも計算例であり、実際の契約内容によっては異なることがあります。詳しくは販売店でご確認ください。 ■設定
残価は、車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。 ■ご購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合
（※1）、およびご購入いただいた販売店に車両をご返却の場合（※2）、最終回のお支払いは不要ですが、車両状態が事前に定めた規定外
である場合には、別途精算金をいただきます。・クルマをお買い上げの場合（※3）、一括ご精算または分割（別途分割手数料が発生いたしま
す）も選択できます。分割を選択する場合は、別途条件がございます。 ■本クレジットは予告なく終了することがございますのであらかじめご了
承ください。クレジットのご利用には条件がございます。※詳しくはネッツ宮城のスタッフにお問合せください。

残価設定型ローン

この部分を
お支払い

残価

頭金+分割払い 最終回支払い

最終回のお支払いは
お客様のライフスタイルに合わせて
3つの支払い方法からご選択

1 新しいクルマにお乗り換え※1

2 クルマをご返却※2

3 このクルマをお買い上げ（一括ご精算/再クレジット）
※3

あらかじめ設定した3年・4年・5年後の価格を据え置いて、残りの
金額を分割払いにするプランです。

もネッツ宮城で！
WEBでおすすめU-Car情報を掲載中！詳しくはQRコードをチェック！

MTGのU-Carサイト
オープンしました！

詳しくはホームページをご覧ください。

ネッツ宮城 検索
➡➡

ネッツトヨタ宮城では、他にも［タンク・ヴェルファイア・カムリ・86・プリウスPHV・プリウスα 　軽自動車 ピクシスエポック・ピクシスジョイ・ピクシスメガ］を取り扱っております。掲載車以外もお買得なチャンス！！

M T G 扇 町
長 町 店
M T G 大 河 原
M T G 名 取

022（236）6601
022（249）3551
0224（53）3510
022（384）1691

泉 　 店
吉 成 店
古 川 店

022（374）1221
022（303）1181
0229（28）2861

M T G 大 和
利 府 店
M T G 石 巻

022（344）3050
022（349）1210
0225（93）1101

2,929,200円
37,800円
180,576円
31,320円
15,984円
6,588円
25,596円
77,544円

◆ 車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ バックカメラ＋RCTA（メーカーオプション）
◆ T-Connectナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ フロアマットラグジュアリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ サイドバイザーベーシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 盗難防止ナンバーフレームデラックス・・・・・
◆ ETCボイスナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ リモートスタート・スマートキー一体タイプ

［1800ccハイブリッド・2WD・５人乗り］ 
C-HR G

Photo ： プリウス S（2WD）。
ボディカラーはアティチュードブラックマイカ〈218〉。

Photo:C-HR G。
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

別途メーカーオプション（32,400円高）。

Photo:C-HR G。
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

別途メーカーオプション（32,400円高）。

Photo ： シエンタ G Cuero（ガソリン車）。
ボディカラーはラディアントグリーンメタリック〈6W9〉。

［1000cc・2WD］ 

ヴィッツ 特別仕様車 1.0 F
“Safety Edition Ⅲ”

1,385,640円
48,600円
163,512円
15,660円
6,588円
16,200円
13,068円
24,084円
12,960円
72,360円

◆ 車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ ナビレディセット（メーカーオプション）・・・・・・・・・・
◆ T-Connectナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ バックカメラガイドキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 盗難防止ナンバーフレームセットデラックス
◆ フロアマット特別仕様車用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ サイドバイザーベーシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ ETCボイスナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ アジャスタブルデッキボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ リモートスタートLEDタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

Photo:Vitz特別仕様車 F“Safety Edition Ⅲ”。
ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。

15,10015,100月
々 円

※諸費用は含まれておりません。 ※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

●C-HR Gのお支払い例 新車特別金利

1.9％（実質年率）
「チョー楽プラン」＋「使ってバックプラン」

ご利用に限ります。

■頭金（下取車を含む）／780,000円
■割賦元金／2,300,000円
■割賦手数料／110,808円
■初回お支払額（9月）／15,532円

■月々／15,100円×28回
■ボーナス月（12月・7月）／70,000円×6回
■最終回お支払い額／1,552,476円
■お支払い総額／3,190,808円ご利用で

頭金780,000円 の場合36回払い

308308万
円
万
円

＊1

円224,608 OFF！！

特別
価格

※用品サポート値引き後の価格です。

（消費税込）合計 1,758,672円を （消費税込）合計 3,304,608円を

NEW

「フルフラットデッキ」＋「TSS＋ICS」が標準装備

［1500ccハイブリッド・2WD・５人乗り］ 

2,049,840円
159,732円
17,280円
15,984円
6,588円
14,472円
26,352円
70,848円

◆ 車両本体価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ T-Connectナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ フロアマット特別仕様車用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ サイドバイザーベーシック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 盗難防止ナンバーフレームデラックス・・・・・
◆ レインクリアリングブルーミラー・・・・・・・・・・・・・・・
◆ ETCボイスナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ リモートスタートLEDタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（消費税込）合計 2,361,096円を

「LEDヘッドランプ」＋
「ナビレディパッケージ」が
標準装備!

アクア“Business Package”新発売

新型アクア 特別仕様車 S “Style Black”

Photo：アクア特別仕様車S“Style Black”（ベース車両はS）。
ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。
Photo：アクア特別仕様車S“Style Black”（ベース車両はS）。
ボディカラーのダークブルーマイカ〈8S6〉は特別設定色。

T-Connectナビを装着で
チョー楽プラン＋使ってバックを
ご利用の場合

10万
円

サポート

オプション用品

5万
円

サポート

で特別低金利

1.9
（実質年率）

例えば

4,2004,200月
々 円

※諸費用は含まれておりません。 ※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

●ヴィッツ 特別仕様車 1.0 F“Safety EditionⅢ”（ガソリン車）のお支払い例 新車特別金利

1.9％（実質年率）
「チョー楽プラン」＋「使ってバックプラン」

ご利用に限ります。

■頭金（下取車を含む）／520,000円
■割賦元金／1,000,000円
■割賦手数料／47,033円
■初回お支払額（9月）／5,895円

■月々／4,200円×28回
■ボーナス月（12月・7月）／50,000円×6回
■最終回お支払い額／623,538円
■お支払い総額／1,567,033円ご利用で

頭金520,000円 の場合36回払い

152152 万
円
万
円

＊1

円238,672 OFF！！

特別
価格

※用品サポート値引き後の価格です。

T-Connectナビを装着で
チョー楽プラン＋使ってバックを
ご利用の場合

10万
円

サポート

オプション用品

5万
円

サポート

で特別低金利

1.9
（実質年率）

例えば

9,2009,200月
々 円

※諸費用は含まれておりません。 ※あくまで目安としての試算例です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

●新型アクア 特別仕様車 S “Style Black”のお支払い例 新車特別金利

1.9％（実質年率）
「チョー楽プラン」＋「使ってバックプラン」

ご利用に限ります。

■頭金（下取車を含む）／570,000円
■割賦元金／1,540,000円
■割賦手数料／71,223円
■初回お支払額（9月）／11,195円

■月々／9,200円×28回
■ボーナス月（12月・7月）／70,000円×6回
■最終回お支払い額／922,428円
■お支払い総額／2,181,223円ご利用で

頭金570,000円 の場合36回払い

211211万
円
万
円

＊1

円251,096 OFF！！

特別
価格

※用品サポート値引き後の価格です。

T-Connectナビを装着で
チョー楽プラン＋使ってバックを
ご利用の場合

10万
円

サポート

オプション用品

5万
円

サポート

で特別低金利

1.9
（実質年率）

例えば

10万
円

サポート

T-Connectナビ装着で
オプション用品

特別低金利

1.9
（実質年率）

5万
円

サポート

で

10万
円

サポート

T-Connectナビ装着で
オプション用品

特別低金利

1.9
（実質年率）

5万
円

サポート

で

プリウス S
［1800ccハイブリッド・2WD・5人乗り］ 

＊1
円2,565,000車両本体価格

※その他のグレード、4WD車もございます。

シエンタ 1.5 G Cuero（ガソリン車）
［1500cc・2WD・7人乗り］ 

＊1
円2,172,960車両本体価格

※ハイブリッド車、4WD車もございます。

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

Toyota Safety Sense
［トヨタセーフティセンス］

トヨタの安心安全機能 ★1

※インテリジェントクリアランス
　ソナー装着車の場合。
※インテリジェントクリアランス
　ソナー装着車の場合。


