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Text : 朱　雪莉　（ジュ・シュエリ）

Illustration:Yoko Ogre

心広く人と仲よくすれば願いは通り、危機や
行き詰った状態も乗り越えられる。仮にいま
は孤独に苦しんだり、物事が上手くいかない
と悩んでいたとしても、心広く人と接し、仲
間を増やしていけば、やがて道は開ける。

同志の結集、友を求める
ことで見えてくるもの

手に余る問題にぶつかって苦労するが、これ
から努力して問題に立ち向かえば問題は解決
しよい方向に向かう。無理は通らないので、
道ならぬ恋には陥らぬように気をつけるべき。
危険な恋の予感あり。

今はあまり恵まれていない
としても、将来に期待！

不安な将来や前途を指し示しているものが見え
ます。運気としてはよくないので、軽率な行動
や冒険は慎むべき。金運低迷。商品のうたい
文句にだまされないように十分注意するように。
入る予定のものまでが入らなくなる。

終わりをまっとうする道
道ならぬ恋に注意！

自分も他人もよろこぶことを意味する兆しが
見えます。人間関係では互いに理解しあえ、
仕事や学業、事業などあらゆる分野でうまく
事が進みます。堅実性に乏しいところあり。
慢心して手を広げすぎることは避けるべき。

心楽しく、なごやかに暮ら
す状況を暗示

へだてている邪魔なものを取り除けば、伸び
栄えることになる。逆に現時点は、邪魔者の
存在で物事が停滞しており、解決にはいまし
ばらく時間を要することを示している。早急
にその存在を発見すべし。

なにかが違う違和感に早
急に気が付けば吉

変化とか動きのあるものに関しては、凶といえ
る。探し物はそう簡単には見つからない。でも、
ほかの誰にも拾われずに長期間放置されたま
まの可能性も高いので、探し続ければ見つか
る望みもあるでしょう。

いまは耐えるとき
困窮が自己を深める

身の養い方が正しく、本来の有り方であるよ
うに反省し、欲求を自制し慎み深く過ごすこ
とが大切。過ぎた欲望は、自然の道に反する
ので、よくない結果をもたらす。身を立てる
ためになにをやっているかを見つめ直す時。

正しい行いをしていれば
すべての行ないは吉

家庭の安泰が行きづまり、反目、矛盾に悩む
ことを示す。嫁と姑のにらみ合いといった様
相で、陰険な空気が流れることも。このよう
な状況では大きな賭けに出るような真似は禁
物。コツコツと小事をこなしていくことが吉。

同と異、矛盾相克
深みにはまらないように

柔軟な適応性を持っているかどうかを試され
るとき。柔軟でありすぎると、無節操に迎合
することにもなり、優柔不断のそしりを受け
ることも。順応は必要だが、自分を卑下して
まで迎合するのは禁物。

先輩や先生
目上の者に従うと吉

堅実な投資は成功の見込みあり。へそくりが
家族に発見されてしまいそうになる。情熱に
任せて行動すると成功するが、傲慢になると
失敗を招きかねないので、それを戒めるよう
に心がけるとよいでしょう。

中国式風水を主体に、易・四柱推命を
得意占術としている。

正しい願いは叶うが
不正は露見する

堅実に、しかも自信を持って向上するので案
ずることはない。なにをやってもよい。ただ
し転職は無理。ひとつずつ弱点を克服するこ
とが大切で、投げ出してしまうと運気は急降
下。新しいことへの挑戦は吉。

運気がよく物事が順調に
伸び行く若芽

盛運に甘んじて、今後いつまでもラッキーな
のだと思い込むことが転落の元になる。油断
せず謙虚な姿勢を保ち、我を張らずに状況の
変化に自然体で臨めば、急激な転落を避けら
れることでしょう。
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最新号は、ネッツトヨタ埼玉全店舗、県内のイオン、イトーヨー
カドー、KID'S US.LAND、極楽湯、109シネマズ菖蒲、高速道
路サービスエリア/パーキングエリアなどで入手いただけます。

抽選でAmazonギフト券が当
たる読者アンケートはこちら

LOOK UP とは、「見上げる」や「元気を出す」、「人を探して訪ねる」といった意味があります。弊社では、
メインスポンサーであるネッツトヨタ埼玉株式会社（N）と共に、埼玉県（S）をはじめとする関東地
区の様々な情報を提供し、みなさまの休日をより充実させるためのお手伝いをできればという願い
を込めて、「NS LOOKUP!」を発行しております。末永くご愛顧賜りますよう、お願いいたします。

エヌエス ルックアップ！

NSL16_占い_奥付.indd   14 18/12/03   7:47

http://www.netz-saitama.com

ネッツトヨタ埼玉webマガジンの会員登録が「LINE@」からも可能になりました!!

ご登録
キャンペーン!!

新車やお得なキャンペーン
旬なスポットなど情報満載！

Webマガジンの「最新号」が
ご覧いただけます

コチラのQRコードから
ご登録された方の中から抽選で
素敵な賞品をプレゼント!

ご登録はコチラから

COLORSCOLORS
ネッツトヨタ埼玉 オリジナル特別仕様車 シエンタ“プラス カラーズ”

PlusPlus

●Plus Colorsパーツは掲載のグレード以外（車いす仕様車・エアロパーツ装着車を除く）にも
装着可能です。●ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉・センシュアルレッドマイカ〈3T3〉・
エアーイエロー〈5B6〉以外のカラーは受注生産［98,000円］となります。

Before

AFTER AFTER

Before

Photo：ネッツトヨタ埼玉 オリジナル特別仕様車 Sienta G Cuero“Plus Colors”［ベース車両はG Cuero（ハイブリッド車）］。
ボディカラーはエアーイエロー〈5B6〉。 ●Plus Colorsパーツは、トヨタ純正パーツとは異なります。（アフターパーツとなります。） 
●Plus Colorsパーツの保証修理対象期間は、パーツを車両に装着された日から１年間となります。ただし、その期間内でも
走行距離が20,000kmまでとなります。 ●写真の“Plus Colorsパーツ”は合成によるイメージです。

特別装備 Plus Colorsパーツ「カラードガーニッシュセット」
フロント＆リヤサイドのブラックガーニッシュをボディ同色にポイントメイク

ネッツトヨタ埼玉
オリジナル特別仕様車

2,617,600円
■特別仕様付価格（A+B）

ネッツトヨタ埼玉 オリジナル特別仕様車 
シエンタ G Cuero“Plus Colors” （HYBRID 1.5L・2WD・7人乗り）

A 車両本体価格 2,532,600円
B カラードガーニッシュセット
（フロント・リヤ）

85,000円

NEW

■ トップノットアンテナ 20,520円

●塗装済設定色：スーパーホワイトⅡ〈040〉を除く全色
●使用エリアや状況により受信感度（FM、AM、VICS）が
　低下することがあります。 

●車両本体価格にはメーカーオプションは含まれません。●記載の価格はすべて取付費・消費税込みの価格です。車両本体価格は、
パンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●掲載の
各装備はグレードによって異なります。●装備その他車両の詳細についてはカタログをご参照のうえ、詳しくは担当スタッフに
おたずねください。●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。●すでにネッツトヨタ埼玉でシエンタをご購入のうえお乗りのお客様も、
上記価格にてご購入いただけます。 ●掲載の内容は平成30年12月27日現在のものです。

PLUS1
アイテム

おすすめ

dEBUT!

ポイントメイクで

キメる。

プラスカラーズに彩りをプラス



★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。
●車両本体価格にはメーカーオプションは含まれません。●記載の価格はすべて消費税・取付費込みの価格です。車両本体価格は、パンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●掲載の
各装備はグレードによって異なります。●装備その他車両の詳細についてはカタログをご参照のうえ、詳しくは担当スタッフにお問い合わせください。●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。 【●…エコカー減税（環境対応車 普及促進税制） ●…グリーン化特例】 ●「エコカー減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が平成31年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が平成31年4月30日までの新規
ご登録車が対象となります。 ●新車取得時に自動車重量税100％減税の車（平成32年度燃費基準＋40％達成車を除く）については、初回継続車検時にも100％減税が適用されます。 ●減税額はオプションを含まない車両重量、メーカー希望小売価格（東京地区）を
ベースに試算しています。 ●●グレード、オプション選択によっては、軽減措置の適用内容が変わる場合がございます。 ●●ご購入時期によっては減税率が異なる、もしくは減税対象外となる場合がございます。 ●●自動車取得税、自動車税は
都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がございます。 ●グリーン化特例に伴うご購入翌年度の自動車税の軽減措置は平成31年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。 
●グリーン化特例に伴う自動車税減税額については、翌年度の支払い分が減税となります。ご購入時には減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。 ●掲載内容は平成30年12月17日現在のものです。  

詳細はQRコードを

CHECK!!
詳細はQRコードを

CHECK!!
※通信状況、端末、OSのバージョン
などによっては動作しない場合が
ございます。

A“ツーリングセレクション” 
（1.8L・2WD・5人乗り）

3,006,720円
燃料消費率（国土交通省審査値）

★37.2km/L
■車両本体価格

Photo：プリウス A“ツーリングセレクション”。ボディカラーはブルーメタリック〈8X7〉。内装色はブラック。幾何学調ルーフ
フィルム［54,000円］、アクセサリーコンセント［43,200円］、おくだけ充電［12,960円］はメーカーオプション。
T-Connect SDナビゲーションシステムとリヤクロストラフィックアラートはセット［355,320円］でメーカーオプション。
価格には含まれておりません。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すもの
ではありません。■画面はハメ込み合成です。■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。

自動車重量税［100%］…
自動車取得税［100%］…

約22,500円＋
約75,100円

約97,600円 約29,500円
概ね75％減税
自動車税（翌年度）

約127,100円
も優遇

エコカー減税 グリーン化特例

NEW

車両本体価格帯 2,518,560円（　　　 ）～3,478,680円（　　　　　　　　　　　　　　 ）E・2WD・
5人乗り

Aプレミアム“ツーリングセレクション”・
E-Four・5人乗り
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