
「踏み間違えてもサポート」
ICS（インテリジェントクリアランスソナー）

警報とブレーキで衝突を緩和し、被害軽減を
サポートします。

“サポトヨ”で安全運転！ネッツ郡山では、安心・安全なおクルマの購入アドバイスをしております！

「はみ出さないをサポート」
車線はみ出しアラート（レーンディパーチャーアラート）

“サポトヨ”で安全運転！

＊1. X、X“サイドリフトアップチルト
シート装着車”、X“ウェルジョイン”
は3.5インチモノクロに表示されま
す。また、インテリジェントクリアラ
ンスソナー［パーキングサポートブ
レーキ（静止物）］を選択した場合、
4.2インチTFTカラーとなります。

車線からのはみ出
しをお知らせして、
ハンドル操作＊もサ
ポートしてくれる。
＊車種によっては（ステアリング制御）機
能の設定がないものもあります。詳し
くはネッツ郡山スタッフにおたずねく
ださい。

※毎月充当の場合

トヨタならではの新サービス。「TS CUBIC CARD」のご利用で
たまったポイントを月々のお支払いに1P=1.5円で充てること
ができます。

使ってバック
カードのポイントで月々のお支払いが
さらにラクラク！

トヨタファイナンスのクレジットでクルマを購入いただく際に
トヨタの販売店でご加入いただける自動車保険です。

クレジット一体型保険
定額だから安心！お手続きも簡単！

※算出例の現金販売価格には付属品・オプション代・保険料・税金（除く消費
税）・登録に伴う諸経費、リサイクル料金は含まれておりません。※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）、及びご購入いた
だいた販売店に車両をご返却の場合（②）、最終回の支払は不要ですが、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。※お
買い上げの際に再クレジットも選択できます（③）。その際は、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。詳しくはネッツ郡山
スタッフにお問合せください。

ネッツ郡山の「トリプルアシスト」
スマイルプラン60 あらかじめ将来の下取価格を据え置いて、

残りの金額を分割払いにするプランです。

スマイル
プラン60の
お支払い例
●あくまでも目安としての計算例です。
　お支払い開始月により若干異なります。

●実質年率4.2％の60回（5年）払い

●初回お支払い月2019年11月、ボーナス
　お支払い月12月・7月の場合  

3つを組み合わせれ
ば、

月々のお支払いが

さらにラクラク！

最終月の
お支払い額

最終月のお支払い方法を
3つから選べます！

①

②

③

最終回支払い額0円

最終回支払い額0円
新しいクルマにお乗換え

クルマをご返却

このクルマを乗り続ける

お買い上げ

1,570,320

10,261

80,000
392,580

392,580

1,768,441
0
0

9,700

車両本体価格

初回お支払い額

ボーナス月お支払い額（×10回）
最終月（60回目）お支払い額※
割賦販売価格

月々お支払い額（2回目以降）×48回

100,000頭金
1,470,320割賦元金

※最終月（60回目）
お支払い額
右記の３つの選択肢から
お選びいただけます。

①同じ販売店で新しいクルマにお乗換え
②クルマをご返却
③このクルマをお買い上げ（一括ご精算でお買上げの場合）

ヴィッツ　＊3＊5

プリウスPHV ＊2 シエンタ　＊2

アクア　＊4 プリウス　＊2

カムリ　＊3

ヴォクシー　＊2 ヴェルファイア

RAV4　＊2 スペイド　＊4

I C S（ ）インテリジェント
クリアランスソナー

踏み間違い時サポートブレーキ
計8個のセンサーで前と後ろを
しっかり検知。
間違えてアクセルを踏んでしまった
ときも、ブレーキでサポートします。

ICS搭載車種ラインアップ

＊一部グレードに標準装備

タンクには、
誤発進抑制制御機能
（前方・後方）が
ついてます！

＊1 一部のグレードに標準装備。　＊2 一部のグレードに標準装備かつ一部のグレードにメー
カーオプション設定。　＊3 一部のグレードにメーカーオプション設定。　＊4 全グレードにメー
カーオプション設定。　＊5 一部グレードでToyota Safety Sense非装着時は選択できません。 

ヴィッツ 特別仕様車 
FセーフティエディションⅢ 
1.3L ２ＷＤ

車両本体価格  1,570,320円
Photo：ヴィッツ特別仕様車
F“Safety EditionⅢ 1.3L。

ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉
特別設定色はメーカーオプション。

20年の進化がもたらした、
頼れる安全と無二のスタイル。

※26（月）は定休日とさせていただきます。

25.0

（ティーコネクト）

ナビ
（ティーコネクト）

ナビ新車

9
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グレード、配車店舗など
詳しくはネッツ郡山
スタッフまで！

車両本体価格  2,886,840円
ヴォクシー 特別仕様車 ZS“煌（きらめき）Ⅱ” 
7人乗り 2WD

Photo：ヴォクシー
特別仕様車ZS“煌（きらめき）Ⅱ。
ボディカラーはブラック〈202〉。

車両本体価格

頭金

割賦元金

初回のお支払額

月々のお支払額（48回）

ボーナス月お支払額（10回）

最終月（60回目）のお支払額

割賦販売価格

2,886,840
300,000

2,586,840
14,512
13,900
125,000
1039,260
3,270,972

ス
マ
イ
ル

プ
ラ
ン
60
な
ら

円
円
円
円
円
円
円
円

月々の
お支払い 13,900円!!

乗り込んだ瞬間に目を奪う、
艶めくメッキやシルバーのディテール。

グレードによって
機能が異なります。

グレードによって
機能が異なります。

グレード、配車店舗など
詳しくはネッツ郡山
スタッフまで！

（ティーコネクト）

ナビ
（ティーコネクト）

ナビ新車
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インチ

16.0

8/24 土 ▶▶9/1日

［センサーイメージ図］

バック
センサー

フロント
センサー

リヤコーナーセンサー（右）

リヤコーナーセンサー（左）

フロントコーナーセンサー（右）

フロントコーナーセンサー（左）

同時ご成約のお客様に！
QMI＆メンテナンスパック

同時ご成約のお客様に！
QMI＆メンテナンスパック　

加入で
ナビ本体  ETC各種  
  バックモニター

加入でナビ本体  ETC各種
  バックモニター

各店のQRから登録してください♪
郡山市緑町17-8郡山市緑町17-8

TEL.(024)927-5885TEL.(024)927-5885
郡山市安積1丁目135郡山市安積1丁目135

TEL.(024)945-3363TEL.(024)945-3363
郡山市堤1丁目80郡山市堤1丁目80

TEL.(024)952-6061TEL.(024)952-6061
須賀川市牛袋町102須賀川市牛袋町102

TEL.(0248)75-1175TEL.(0248)75-1175

西白河郡西郷村字裏山南20西白河郡西郷村字裏山南20

TEL.(0248)22-6711TEL.(0248)22-6711
いわき市常磐下船尾町字古内141いわき市常磐下船尾町字古内141

TEL.(0246)43-3238TEL.(0246)43-3238
いわき市平鎌田字大角23-1いわき市平鎌田字大角23-1

TEL.(0246)22-0373TEL.(0246)22-0373
いわき市東田町2丁目16-7いわき市東田町2丁目16-7

TEL.(0246)62-8430TEL.(0246)62-8430

郡  山  店

本社緑町店

郡山市朝日1丁目4-14郡山市朝日1丁目4-14

TEL.(024)927-4550TEL.(024)927-4550

本社緑町マイカーセンター

堤　　店 須賀川店

白 河  店 いわき店 平　　店 勿 来  店

お友だち登録してね！

●価格は車両本体価格〈消費税8％込み。’19年8月7日現在のもの〉です。取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ交換用工具付の価格です（一部の車種は交換用具が別になっております）。●保険料、税金（除く
消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●ボディカラーは撮影、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。●装備類の詳しい設定につきましては、販売店スタッフにおたずねいただくか、カタログをご覧ください。　●自動車リサイクル法の施行
により、リサイクル料金が別途必要となります。●各車種のグレードや装着オプションそして納期によっては消費税が10％の対象になる場合がございます。予めご了承ください。

★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。

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

本社／郡山市緑町17-8  TEL024-927-5665（代）　 https://netz-kooriyama.co.jp

で何ができる？
試乗予約
ができる！ 車検も

定期点検も

お好きな時間に

予約ができる！

U-CAR検索
ができる！

お友だちになると、最新の情報や
最寄りの店舗情報が届きます！

※画面はイメージです



気になるクルマはありますか !? ネッツ郡山の新車フルラインアップ！

Wagon Sports

電話にて、➀お子様のお名前 ➁年齢 ➂保護者のお名前 
➃ご住所  ➄電話番号をお伝えください。

場所

ベネッセの英語レッスンはじめませんか♪ まずは無料体験でおまちしています★
緑町教室

●体験レッスン実施スケジュール

●対象／3歳～6歳（幼児クラス）
●定員／5名

木曜

木曜

金曜

14:40～15:30

16:50～17:40

15:45～16:35

空き3名

空き3名

空き2名

9月の無料体験レッスン募集中！

●2019年4月から自動車取得税のエコカー減税の軽減率が引き下げ
られました。
●2019年10月（消費税増税時）に自動車取得税が撤廃され、環境性能
割が導入されます。

※環境性能割は、1年間優遇措置が適用されます。

●2019年5月からエコカー減税の軽減率が引き下げられました。
●2019年5月から重量税の本則税率適用車が変更になりました。

●2019年10月（消費税増税時）以降に購入した新車は、税額が引き下
げられます。

※初度登録日が2019年10月以降の車両については、次年度以降も新税額が適
用されます。
※現保有車、U-carは、2019年10月以降も現行税額が適用されます。
●グリーン化特例は2021年3月まで現行制度が延長され、2021年4
月以降は厳格化されます。

2019年4月・5月及び10月に
新税制が適用されます!! 自動車取得税 改正のポイント

自動税 改正のポイント

自動車重量税 改正のポイント

ご検討のおクルマの税金がどうなるか、
詳しくはネッツ郡山スタッフがお答えしますので、
お気軽にお問合せください。

サポカー（セーフティー・サポートカー）とは？

トヨタのサポカーは、もしもの時もドライバーの安全安心をサポートします。

自動（被害軽減）ブレーキなどの先進
安全技術を備えたクルマの愛称です。

このマークが目印！

詳しくは
ネッツ郡山スタッフに
お問合わせください。

トヨタ車に採用されている先進の安全機能は、日常生活の
さまざまなシーンでドライバーをサポートします！

●アクア ●ヴィッツ
●ヴェルファイア ●ヴォクシー
●カムリ ●C-HR
●シエンタ ●スペイド
●タンク ●86
●プリウス ●プリウスPHV
●プリウスα ●RAV4

（ティーコネクト）

ナビ
（ティーコネクト）

ナビネッツ郡山の新車
QMI＆メンテナンスパック加入でナビ本体  ETC各種

バックモニターバックモニター

同時ご成約のお客様に！

※価格に工賃は含まれておりません。
詳しくはネッツ郡山スタッフまでお問合せください。

232,200円
NSZT-Y68T

9
インチ

294,300円 292,360円NSZN-Z68TNSZN-Z68T

10
インチ

10
インチ

145,800円
NSZT-W68T

7
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（ティーコネクト）

ナビ

ヴォクシー専用ヴェルファイア専用

9.28[SAT]-29[SUN]

10.12[SAT]-13[SUN]

10.19[SAT]-20[SUN]

11. 2[SAT]- 3[SUN]

×群馬クレインサンダーズ

×東京エクセレンス

×Fイーグルス名古屋

×熊本ヴォルターズ

＜宝来屋郡山総合体育館＞

＜田村市総合体育館＞

＜猪苗代町総合体育館＞

＜あいづ総合体育館＞

11. 9[SAT]-10[SUN]

11.25[MON]-26[TUE]

12.11[WED]

×西宮ストークス

×香川ファイブアローズ

×青森ワッツ

＜福島トヨタクラウンアリーナ＞

＜宝来屋郡山総合体育館＞

＜宝来屋郡山総合体育館＞

＜宝来屋郡山総合体育館＞

ネッツトヨタ郡山は
ファイヤーボンズを
応援しています !!!

福島ファイヤーボンズ［2019-20シーズン］
ホーム試合スケジュール （2019.12月まで）

☆☆☆ ネッツ郡山 PRESENTS ☆☆☆
12.14[SAT ]-15[SUN]×山形ワイヴァンズ

広い速度域で、警報とブレーキ
アシスト、および自動ブレーキ
で衝突を回避、または被害軽減
をサポートします。

ぶつからないをサポート
自動（被害軽減）ブレーキ

設定した速度で定速走行したり、
先行車と適切な車間距離を保
ちながら追従走行ができる機能
です。

はみ出さないをサポート
車線はみ出しアラート

先行車や対向車のライトを認識
し、ハイビームとロービームを自
動で切り替える機能です。

夜間の見やすさをサポート
自動ハイビーム

分割ご購入特典！分割ご購入特典！

安全運転をサポートする「先進装備」

快適なお出かけをお手伝いする用品「サポトヨプラス」

誰もが快適に移動できるように「ウェルキャブ」

Compact Minivan

SUV

Sedan

オールイングリッシュで、

丁寧なレッスンなので

　　はじめての

　　英語でも安心。

レッスンは日本人の先生による

　　　少人数制、担任制です。

イード・アワード2019
子ども英語教室

イード（http://www.iid.co.jp/） 2019年4歳～6歳こども英語教室で、保護者の満足度NO.1に選ばれました！

体験レッスンにきてくれた
お子さまにプレゼント！

※写真はイメージです

9/7　土 9/8　日
会
場

コンパクト、ハイブリッド、ミニバン、お探しのクルマがきっとある！

第24回第24回 中古車まつり開催！中古車まつり開催！福島県ディーラーズ福島県ディーラーズ

ベネッセの英語教室 BE studio ネッツ郡山緑町教室は、
（株）ベネッセビースタジオと提携して
ネッツトヨタ郡山（株）が運営しております。

7インチナビ　　　をプレゼント!!

郡山会場

いわき会場

郡山カルチャーパーク

21世紀の森公園
（第4駐車場）

（サブ駐車場）

※ナビ本体、ETC各種、バックモニター30%OFFとの併用はできません。
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