
試乗車
ご用意します！

全店
Debut

頭金と
分割払い

残 価
1 新しいクルマにお乗り換え※1

2 クルマをご返却※2

3 お買い上げの場合（一括ご精算・再クレジット）※3

●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、別途清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）、その際には、
別途条件がございます。詳しくは販売店スタッフにお問合わせください。●お支払いについてはこの他に様々なプランを設定できます。

●レース等での使用、および違法改造等されていないこと ●走行距離 3年/36,000km、4年/48,000km、5年/60,000kmお引取り条件

LOVE FOR WONDER

LOVE FOR IMPOSSIBLE

LOVE FOR EPISODE

LOVE FOR PASSION

LOVE FOR CRAZY

ネッツトヨタ愛媛ネッツトヨタ愛媛ネッツトヨタ愛媛ネッツトヨタ愛媛からからからから

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。

AdventureAdventureAdventure

世界初！世界初！世界初！

50周年の

感謝を
込め
て

円3,817,800車 両 本 体
価 格

円3,137,400車 両 本 体
価 格

RAV4 Adventure (4WD)

●車両本体価格 3,817,800円 ●支払回数 60回 ●頭金 583,300円 ●割賦元金 3,500,000円 ●初回 29,045円 
●月々 24,700円×48回 ボーナス月 120,000円×10回（6月、12月） ●最終月（60回目）1,527,120円 ●支払総額 
4,525,065円 ●割賦手数料 441,765円 ●2019年5月支払い開始（2019年4月登録） ●実質年率3.5％

円24,700月々愛愛プランなら！
●車両本体価格 3,817,800円 ●諸費用 
265,500円 ●支払い回数2回 ●頭金 
1,601,730円 ●２回目2,481,570円

（2022年4月） ●割賦手数料141,449円 
●支払総額4,224,749円 ●実質年率
1.9％

円のみ！！1,601,730
愛愛ワンツープランなら！

購入時

ネッツトヨタ愛媛の選べる２つのお支払いプラン！！ネッツトヨタ愛媛の選べる２つのお支払いプラン！！

を手に入れよう！

RAV4
GOODS

試乗プレゼント

RAV4
ステッカー
RAV4
ステッカー
RAV4
ステッカー
RAV4
ステッカー

期間中、RAV4に
ご試乗いただいた方に
プレゼント！

来場プレゼント

RAV4
クリア
ファイル

RAV4
クリア
ファイル

RAV4
クリア
ファイル

RAV4
クリア
ファイル
期間中、ご来場
いただいた方に
プレゼント！

ご成約プレゼント

RAV4
ミニカー
RAV4
ミニカー
RAV4
ミニカー
RAV4
ミニカー

期間中、RAV4を
ご成約いただいた方に
プレゼント！

※色は選べません。数に限りがございます。

力強いプロポーション01

03 04

02 色々頼れるT-Connect

走行状況に応じ、前後トルク配分に
加えて左右独立で制御。旋回時には
ドライバーが思い描くターゲットライン
を的確に捉え、安定した車両姿勢で
駆け抜けることができます。

スマートキーを携帯していれ
ば、リヤバンパーの下に足を
出し入れするだけで、バックド
アが自動開閉。両手が荷物で
ふさがっているときに便利！

1 19インチタイヤ&アルミホイール
大径タイヤ採用による、たくましい足まわり CAR IS 

PARTNER

ハンズフリー
パワーバックドア

（挟み込み防止機能★・停止位置メモリー機能付）

【Adventure、G“Z package”に標準装備】

2 最低地上高（200mm＊）
SUVらしく
リフトアップされた
ボディ

＊18インチおよび17インチタイヤ装着車は、ガソリン車
195mm、ハイブリッド車190mmとなります。

トヨタ
ブランド
国内初

※2019年4月現在

どこから見ても惚れる！

幅広い安全技術で
とっても安心

両手で荷物を
持ったまま開閉できる 05 5つの先進機能で

ドライバーをサポート

話せるパートナーでもある

1 プリクラッシュセーフティ ダイナミック
 トルクベクタリング
  AWD搭載

【コーナリング・燃費性能を高める4WDシステム】【コーナリング・燃費性能を高める4WDシステム】
ぶつからないをサポート

1 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）〕

〔パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）〕

駐車時、ペダルを踏み間違えた
ときにサポートしてくれます。

2 リヤクロストラフィック
オートブレーキ

見えないところからくるクルマの接近がわかります。

2　レーントレーシングアシスト
高速道路のクルージングをサポート

〔プリクラッシュセーフティ〕〔プリクラッシュセーフティ〕

〔レーントレーシングアシスト〕〔レーントレーシングアシスト〕3 レーダークルーズコントロール
ついていくをサポート

4　オートマチックハイビーム
夜間の見やすさをサポート

5　ロードサインアシスト
標識の見逃し防止をサポート

ブザー音

ブザー音

ブレーキ！

最終月の
お支払いを
ご選択

●新しいクルマにお乗り換え（※1）、このクルマをご返却（※3）のいずれかを選択された場合、その際の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。●このクルマをお買い取りの場合（※2）、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。詳しくは販売店スタッフにお問い合わせください。本商品は個人のお客様のみご利用いただけます。本商品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。取り扱いの無い販売店がございます。車種によっては設定していない場合がございます。●リサイクル料金が別途必要となります。●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。●愛愛ワンツープランでは、車両本体価格を現金販売価格として試算した一例です。お支払いについてはこの他にも様々なプランを設定できます。詳しくは販売店スタッフにお問い合わせください。●設定残価は、車両状態が事前に定められた場合のみ保証いたします。

●レース等での使用、および違法改造等されていないこと ●走行距離 3年/36,000kmお引取り条件

車両代金のお支払いが「頭金＋割賦手数料」と3年後の2回で
完了するため、月々の支払いが発生せず、現金一括での購入
と比較して、購入時の手元資金が抑えられる支払方法です。

1回目購入時
頭金＋割賦手数料

2回目3年後
3つのプランから選択

1 新しいクルマにお乗り換え※1

2 乗り続ける（一括or分割払い）※2

3 クルマのご返却0円※3

愛愛プラン残価設定型 愛愛ワンツープラン残額措置型 新車購入時の
負担が軽い

月々の
お支払い不要

残額のお支払いは
3年後

●オペレーター
　サービス

走行中でも、あなたのリクエストにオペレーター
がお応え。 T-Connect DCMパッケージ

●エージェント
　  （音声対話サービス）

ナビに話しかけるだけで、目的地や情報を手軽に検索。
 T-Connect DCMパッケージ

SAFETY&
 SECURITY

●eケア
　（走行アドバイス）

見たことのない警告灯にも、対処方法をお知らせ。
T-Connect DCMパッケージ  T-Connect DCM単体

●マイカー
　Security

気になるクルマの状況をお知らせ。
遠隔でも確認できる。
T-Connect DCMパッケージ　T-Connect DCM単体

15.2km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

RAV4 HYBRID G（E-Four）

ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ
（32,400円）はメーカーオプション

ボディカラーはアーバンカーキ

※ご準備出来る日程は
　店舗により異なります。
　詳しくは最寄りの店舗へ
　お問合せ下さい。

25.0km/L20.6km/L

燃料消費率（国土交通省審査値）

新型ＲＡＶ４は2,608,200円（X 2WD）からご用意しております。

残額お支払いは３年後

ブザー音

ブレーキ！

こののぼりが
目印！！

こののぼりが
目印！！

★挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時には
　十分にご注意ください。

【G“Z package”に標準装備、Adventure/HYBRID Gにメーカーオプション】

【G“Z package”/ G/ HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション】

【G“Z package”/ G/ HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション
※ブラインドスポットモニター付き】

●運転支援機能のため、検知範囲、作動速度には限界があります。必ず安全を確認しながら運転してください。●道路状況、車両状態、
天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、システムが正しく作動しない場合があります。●安全運転を支援するシステム
は、あくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけ
てください。●詳しくは取扱書やWEBまたは販売店でご確認ください。



■排気量1.8L ■AT ■ダークバイオレット ■走行28千km
■H26年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ
・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）925

■排気量1.8L ■AT ■ダークバイオレット ■走行28千km
■H26年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ
・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）925

VOXY HV V VOXY HV V 
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■排気量1.8L ■AT ■ブラキッシュアゲハ ■走行34千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ・
メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）900

■排気量1.8L ■AT ■ブラキッシュアゲハ ■走行34千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ・
メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）900

VOXY HV ZSキラメキ２VOXY HV ZSキラメキ２
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●標準装備（■PS／パワーステアリング 

■PW／パワーウィンドウ ■AC／エア

コン）■AT／オートマチック●広告掲載

車は全車に定期点検整備を実施（納車時）

※整備費用は販売価格に含みます。 

●広告掲載車は全車トヨタのロングラン

保証1年付（部分保証）1年間走行無制限。 

●表示価格には消費税が含まれます。

保険料や税金、登録に伴う費用は別途

申し受けます。●リ済別…リサイクル料

金が預託済みですが価格に含まれてい

ないため、預託金相当額が別途必要と

なります。 ●年式は“平成”の年号です。

広告掲載車は、平成31年4月8日現在の各店舗の展示車です。売約済みとなる場合
や、お客さまの要望により他の店舗へ車両を移動する場合がございますので、詳しく
はスタッフにお問い合わせください。

■排気量1.8L ■AT ■グレー ■走行60千km
■H26年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・ワンセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）839

■排気量1.8L ■AT ■グレー ■走行60千km
■H26年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・ワンセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）839

プリウスα Sチューンブラックプリウスα Sチューンブラック
■排気量1.8L ■AT ■ホワイトパール■走行51千km
■H29年式（車検2020年3月） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴
なし■車台番号（下3桁）080

■排気量1.8L ■AT ■ホワイトパール■走行51千km
■H29年式（車検2020年3月） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴
なし■車台番号（下3桁）080
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ネッツ愛媛全店でU-Carを
取り扱っています！！

火曜日、第２水曜日（GRガレージのみ第4水曜日も定休日）

●装備・仕様その他詳細につきましては、カタログをご参照のうえ、詳しくはネッツトヨタ愛媛各店におたずねください。 ●表示価格はすべて消費税込みの金額です。 ●価格にはオプション価格は含まれておりません。 ●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。 ■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。

■ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境（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。 ■ WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

ハイブリッ
ド車

勢ぞろい！
！

230230 万
円270270 万

円お買得価格 お買得価格

■排気量1.8L ■AT ■ブラック ■走行9千km
■H29年式（車検2020年3月） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）506

■排気量1.8L ■AT ■ブラック ■走行9千km
■H29年式（車検2020年3月） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）506
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265265万
円お買得価格 152152万

円232232万
円お買得価格 お買得価格

■排気量1.8L ■AT ■シルバー ■走行4千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ
・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）075

■排気量1.8L ■AT ■シルバー ■走行4千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ
・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）075

プリウス Ｓプリウス Ｓ
■排気量1.8L ■AT ■ホワイトパール ■走行33千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エア
バッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）743

■排気量1.8L ■AT ■ホワイトパール ■走行33千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エア
バッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）743

プリウス Aプレミアムツーリングプリウス Aプレミアムツーリング
■排気量1.8L ■AT ■ブラック ■走行30千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エア
バッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）341

■排気量1.8L ■AT ■ブラック ■走行30千km
■H28年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エア
バッグ・メモリーナビ・CD・フルセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）341

オーリス ＨＶオーリス ＨＶ
■排気量1.5L ■AT ■グレー ■走行27千km
■H28年式（車検2019年11月） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・ワンセグ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）848

■排気量1.5L ■AT ■グレー ■走行27千km
■H28年式（車検2019年11月） ■標準装備・ABS・
エアバッグ・メモリーナビ・CD・ワンセグ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）848

アクア Ｇアクア Ｇ
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210210万
円239239万

円お買得価格 お買得価格 169169万
円お買得価格 148148万

円お買得価格

■排気量1.8L ■AT ■ホワイトパール ■走行45千km
■H24年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ・
メモリーナビ・CD・ワンセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）083

■排気量1.8L ■AT ■ホワイトパール ■走行45千km
■H24年式（車検整備付） ■標準装備・ABS・エアバッグ・
メモリーナビ・CD・ワンセグ・アルミ・修復歴なし
■車台番号（下3桁）083

プリウスα Sプリウスα S
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小
松

132132万
円お買得価格

八幡浜市矢野町

宇和島市寄松聖神

今治市北高下町

松山市空港通2丁目14-3　TEL.089-972-8686

1,570,320円Vitz 特別仕様車1.3F
“Safety EditionⅢ” 2,380,320円2,886,840円

VOXY 特別仕様車
ZS“煌Ⅱ”（7人乗り・2WD）

車 両 本体
価 格

試乗車
あります

全店

車 両 本体
価 格シエンタ HYBRID G

車 両 本体
価 格

試乗車
あります

全店

16.0km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

25.0km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

28.8km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

試乗車
あります

全店

抗菌・防臭
チタニア

プレミアムボディ
コーティング

ガラス撥水コート
SKATO360

10インチ
Ｔコネクトナビ

合計 486,216円

抗菌・防臭チタニア
プレミアムボディコーティング
ガラス撥水コートSKATO360
10インチTコネクトナビ

17,496円
135,000円
27,000円
306,720円

抗菌・防臭
チタニア

プレミアムボディ
コーティング

ガラス撥水コート
SKATO360

7インチ
Ｔコネクトナビ

合計 301,104円

抗菌・防臭チタニア
プレミアムボディコーティング
ガラス撥水コートSKATO360
7インチTコネクトナビ

11,664円
108,000円
21,600円
159,840円

抗菌・防臭
チタニア

プレミアムボディ
コーティング

ガラス撥水コート
SKATO360

7インチ
Ｔコネクトナビ

合計 310,997円

抗菌・防臭チタニア
プレミアムボディコーティング
ガラス撥水コートSKATO360
7インチTコネクトナビ

13,997円
113,400円
23,760円
159,840円

ボディーカラーのホワイトパール
クリスタルシャイン（32,400円）は
メーカーオプション

ボディカラーは
ダークブルーマイカ

ボディカラーの
ブラック×エアイエロー（54,000円）は

メーカーオプション

トヨタ
純正 カメラ一体型
ドライブレコーダー
プレゼント！

カメラ一体型
ドライブレコーダー
プレゼント！

カメラ一体型
ドライブレコーダー
プレゼント！

なんと！

243,108円に！243,108円に！243,108円に！
なんと！

150,552円に！150,552円に！150,552円に！
なんと！

155,498円に！155,498円に！155,498円に！

※在庫車に限ります。

（DRT-H68A）

私たちネッツトヨタ愛媛は地域の
お客さまに支えられ創業50周年を
迎えました。
今年は、地域の皆さまに楽しんで
いただけるイベントを多数準備して
おりますのでご期待ください。
今後もネッツトヨタ愛媛はお客さま
と共に発展・成長し、町一番のクルマ
屋さんを目指してまいります。

こののぼりが
目印！！

こののぼりが
目印！！

ネッツトヨタ愛媛　 周年特選車50ネッツトヨタ愛媛　 周年特選車50ネッツトヨタ愛媛　 周年特選車50ネッツトヨタ愛媛　 周年特選車50 %割引！オプション 点セット　  5050505044 5050期間中
下記対象車種を
ご成約の方に

社員ドライバーにてレーシングチームを立ち上げ、
レースに参戦しております！四国からモーター
スポーツの楽しさを発信して、クルマ好きをもっと
増やしたいと思っております。

一六レーシング
幼稚園のこども達に体を動か
す楽しさを体 験してもらう
サッカー教室のサポートを
行っております。

サッカー巡回指導
小学校にクルマを持って行き、
クルマの仕組みや安全性等を
分かり易く解説する授業を行っ
ております。

小学校出前授業50周年を迎え、地域の皆様に
感謝の気持ちを込めて
地域貢献活動を行っております。

%割引！%割引！


