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STORE ACCESS

U-Carステーション富山
富山市新庄本町3-3-33
TEL：076-451-2251

高岡西店
高岡市宝来町821-1
TEL：0766-31-5355

魚津店
魚津市吉島2019
TEL：0765-24-2828

砺波店
砺波市千代7-1
TEL：0763-32-1555

高岡店富山本店 富山南店 富山西店
高岡市新成町3-25
TEL : 0766-25-1818

GR Garage 富山新庄
富山市新庄本町3-3-33
TEL：076-452-0086

富山市西二俣593
TEL：076-434-4300

富山市上野10-3 
TEL：076-429-5600

富山市新庄本町3-3-33
TEL：076-451-2828

U-Carステーション高岡
高岡市新成町3-25
TEL : 0766-28-1664

NETZ PAPER
November, 2019No road is long with good company. Vol. 21

INFORMATION

ネッツ富山はプロバスケットボールリーグ

B.LEAGUR富山グラウジーズの2019-20

オフィシャルパートナーになりました。

富山 eスポーツトーナメント
in ネッツトヨタ富山

 開催決定!!
開催日. （日） 開催場所. ネッツトヨタ富山 本店
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●本紙に掲載してある車両の価格はスペアタイヤもしくはパンク修理キット、タイヤ交換工具付きの価格です。●価格にはオプションの価格は含まれていません。●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。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル

ひと目でC-HRとわかる強い個性。その
特徴を、改めてシンプルに表現すること
で、さらに先進的で独創性の高いスタイ
ルに仕上げた。

燃費性能と走りの楽しさを両立
乗り味を追求した走り

料金が別途必要になります。●掲載の内容は令和元年11月現在のものです。●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。●車両本体のみでもご購入いただけます。●この広告に掲載されている価格は、すべて消費税込みです。

車両本体価格 ¥1,411,300
ヴィッツ 特別仕様車 1.0F “Safety EditionⅢ” （1.0L 2WD）

車両本体価格 ¥3,826,900
ヴェルファイア Z （2.5L 2WD 7人乗り）

車両本体価格 ¥2,940,300
ヴォクシー 特別仕様車 ZS “煌Ⅱ” （2.0L 2WD 7人乗り）

車両本体価格 ¥2,017,400
シエンタ FUNBASE G （1.5L 2WD 5人乗り）

車両本体価格 ¥2,002,000
タンク カスタム G-T （1.0L 2WD） プリウス S “ツーリングセレクション” （1.8L 2WD）

車両本体価格 ¥2,783,000 車両本体価格 ¥3,195,500
RAV4 Adventure （2.0L 4WD）

車両本体価格 ¥4,990,741
スープラ SZ （2.0L 2WD）

車両本体価格 ¥2,995,000
C-HR G  (1.8L 2WD)

ネッツトヨタ富山にて販売開始!!

NEW
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強い個性

MONOTONE
TWO TONE

車両本体価格 車両本体価格¥2,732,000 ¥2,380,000

 COPEN GR SPORTS
(0.66L 2WD AT)

C-HR GR-SPORTS
(1.2L 2WD)

NEW NEW

モータースポーツのDNAを色濃く受け継ぐGRシリーズから、2台DEBUT!!GR NEWS

SAFET Y03
すべての方の安全をサポート

ついていく

4つの先進機能がサポート

3つの「つながる」で、
カーライフをもっと安心・便利に

ぶつからない

はみ出さない 夜の見やすさ

DRIVING02
我が意の走り

CONNECTED04
すべての方の安全をサポート

DESIRABLE DRIVING
HYBRID
TURBO ENGINE

Display Audio・Navi Kit
Smartphone
T-Connect Services

km/L mm
Toyota Safety Sense

DISTINCTIVE STYLE

車両本体価格 ¥1,966,800
アクア 特別仕様車 S “GLAMPER” （1.5L 2WD）

車両本体価格 ¥2,435,400
シエンタ 特別仕様車 G “GLAMPER” （1.5L 2WD 7人乗り）

車両本体価格 ¥1,941,500
スペイド 特別仕様車 F “GLAMPER” （1.5L 2WD）

サードシートのロックを解除し、前
方へ送り込めばセカンドシートの下
にシートがすっきり格納。簡単な操
作で奥行きのあるラゲージスペース
が出現します。

ダイブイン格納（5:5 分割サードシート）

【3列シート車の場合】

燃料消費率

余裕たっぷりの頭上空間。

室内高
（国土交通省審査値） 34.4 1,380
アクア特別仕様車 S“GLAMPER”

■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。

■センター席（7人乗り/5人乗り）に座る場合は、必ず左右席の位置をそろえて乗車して
ください。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意いた
だきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷
物の転倒防止にご留意ください。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断した
カットモデルです。 ■車いす仕様車は仕様が異なります。 ■シートの色は異なります。
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数値以上の広がりを感じさせる開放的なデザインで、大人で
も、車内で窮屈な思いをせずに着替えられます。


