
神奈川トヨタ自動車株式会社
h t t p s : / / w w w. g o o d m y x. c o m

 徒   歩：横浜駅きた東口 Aより徒歩7分、京急神奈川駅より徒歩4分
クルマ：首都高速東神奈川ランプより3分（第一京浜沿い）、首都高速横浜駅東口ランプより2分
 機械式立体駐車場完備！ハイルーフ車の入庫OK! （＊駐車場の受付はB1Fにて）
＊駐車場は、混雑状況によりお待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町 7-1（ヨコハマポートサイド地区）
myX お客様コール   0120-019425（マイクスにGO!）

定休日は12月3日（火）、6日（金）、７日（土）、10日（火）、
17日（火）、24日（火）。 年末は28日（土）まで。
新年は1月4日（土）9時から営業いたします。

12月のポイント倍は
22日（日）です。

営業時間  10：00-20：00
（クリックスは11:00-20:00）

myX Online Shop 
ぎがうぇぶ で
24時間お買い物！
モバイル版はこちらからF

大好評、マイクスSNS。 
「いいね」情報も満載！ 見てね。

営業時間10:00〜19:00 
au携帯電話のことなら専門スタッフにおまかせ！

＊表記の価格は全て税込み価格です。 ＊マイクスカードご入会時にご記入いただく個人情報は、「マイクスカードご利用規約」に定める利用目的以外での使用は致しません。 ＊店頭および電話・インターネット等にて
商品のご説明、ご注文あるいはその他申し込みの際に収集する個人情報につきましては、お客様の利便性を図ることを目的とし、それ以外での使用は致しません。

ショッピングの合間にちょっとひと休み。 おいしい料理でおもてなしするランチやディナー。 
カフェメニューも充実。 ぜひお立ち寄りください。

10%OFF
本SALEは、割引表示のない
商品も、マイクスカードご提示で

現金・クレジットカードどちらのお買い上げでもOK!
クレジットカードでの分割払いOK！ くわしくは店頭にてお尋ねください。
取扱カード : TS3・VISA・UC・JCB・三菱UFJニコス・ダイナース・オリコ

＊期間中は、一般のお客様は店頭価格による平常営業となりますので、ご了承くだ
さい。＊新車購入、点検・整備、レストランクリックスおよび特価商品は、対象外とさ
せていただきます。＊お客様注文品、工賃など一部セール対象外の商品もあります。
＊他の割引との併用はできません。あらかじめご了承ください。  

ご精算は、商品をお買い上げの各売場レジにてお願いいたします。   

ポイントが
貯まる、 使える！ マイクスメンバーズカード
楽しく快適なモビリティライフをサポートする「マイクスメンバーズカード」。 お買い上げ100円毎に2ポイント加算、
1ポイント＝1円で次回のお買物からご利用できます。 入会金や年会費なしの即日発行。 メンバーだけのメリットも色々。
さらにパワフルなゴールドカードへのステップアップもご用意。 この機会にぜひ、ご入会ください。 くわしくは店頭で！

A P PA R E L

K I D S  &  B A B Y

PA C K  &  S H O E S

C A R  S T Y L I N G  S H O P
ウインターツールからガレージギアまで、本 格派 集合！

12月14日(土）〜28（土）
展示場所：２階カースタイルエリア

12月21日(土）・22（日）

除雪、穴掘り、災害時などの緊急用に、クルマに常備しても便利。
アメリカで200年以上続くツールブランド「TRUE TEMPER」にも注目！
プロユースから家庭用まで充実の品揃えです。

❶TRUE TEMPER
スクエアシャベル 
ファイバー Dグリップ　
¥5,940 

❶ ❷ ❸

❷TRUE TEMPER
アルミスノーシャベル　
¥5,830
❸suncast
スノーシャベル（コンボ）
¥3,190

TRUE TEMPER
スノーブラシ32
¥2,530

↑→軽量でコンパクトなの
で狭い場所の除雪に最適！ 
霜取りもOK！

TRUE TEMPER
テレスコーピング 
スノーブラシ
¥6,820

←↓ヘッドが片側90°に傾き最大
180°回転。シャフトは84〜132
cmまで2段階の伸縮が可能。
使いやすい雪下ろし用ブラシ。

KISHIMA
ポータブルLED 
ワークライト
¥2,948 

↘High−Low−Spotと照射の切り替えがで
きて便利！ 鉄製のラックや壁面などにマグ
ネットで、固定可能。
カラー：グレー、サンド、オリーブ
＊単三電池4本は別売。

EVE DESIGN　
ソーラードロップ 
ランタン
¥3,278  

↗可愛い形のソーラー式ランタン。
停電の際にも便利！USBで充電可能。

ONE・TIE
ワンタイシリーズ
¥924〜

話題のScampトレーラー、マイクスに登場！

↘アメリカ発、丈夫で便利なストラップベル
ト登場。 束ねたり吊るしたり、連結も可能。
サイズは3種類。

アメリカのミネソタで誕生
したScampトレーラー。
一台一台が職人による手作
りです。 本物のUSAトレー
ラーでキャンプへ、旅へ、夢
が広がる！ 
＊牽引免許は不要

AKRO-MILS　フラップコンテナ
8.5ガロン ¥6,380
12ガロン ¥7,040  
17ガロン ¥8,140 

↙↘スタッキングでき頑丈、ガレージ作業の汚れものなど、
何でもガンガン入れられる使い勝手のいいBOX。 アメリカ製。

MILWAUKEE
ジョブサイトツールBOX26
¥12,760  

→アメリカ
MILWAUKEE
社の衝撃に強
い樹脂を採用。
工具やアウトドア
ギア、使い方色々。
サイズ66×34×31cm

スノーアイテム フェア！

RAIZE  Z   
1.0 L ターボ  2WD  5人乗り

車両本体税込価格　  ¥2,060,0005BA-A200A-GBSV

街もフィールドもまるごとご機嫌！ コンパクトSUVライズ新登場！

●表記の価格は神奈川車両本体価格で、税金（消費税除く）・保険料・登録料・リサイクル料金などの諸費用は含まれ
ておりません。 ●表記の価格にはタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具が含まれます。 ●掲載写真の色は
印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

当車両の展示・試乗車につきましては、
必ず事前にお問い合わせください。 マイクス横浜本店 新車ショールーム
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Photo:Z。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×ターコイズブルーマイカメタリック
〈B86〉［XH6］はメーカーオプション。

myX STYLE CAR SHOP

myX
特価

30%
OFF

20%
OFF

50%
OFF

20%
OFF

20%
OFF

人気アウトドアウエアが絶対オトク！ クリスマスに◎！
→2輪フロントで安定感抜群！
キックスクーターでバランス感覚を養い、
自転車への乗り換えもスムーズ！3才〜。

GLOBBER　プリモライト　
¥9,680→¥4,840

↗軽量ながら高い保温性を持つフリース素材
を使用。軽やかで動きやすく秋〜春、インナー
にもアウターにも！ サイズ:130〜150cm
mont-bell
クリマエア ジャケット Kid's　
¥4,840 →myX特価

↓TNFで高い人気を誇る高機能ウインター
ブーツの、子供用ウォータープルーフモデル。
大人共通デザインで親子コーデも。

THE NORTH FACE
ヌプシブーティー ウォータープルーフ キッズ　
¥12,980 →¥10,384

↗成長に合わせて５つのスタイルにアレンジでき、
長〜く乗れます！ 今ならクリスマス包装＆グローブ
もついてくる！ 1才〜。
GLOBBER　エヴォ・コンフォート　
¥16,500→¥13,200

↗ノースフェイスの冬物人気ナンバー
ワン！ 裏地は毛足が長いフリースで、
通学からアウトドアまで大活躍！

THE NORTH FACE
コンパクトノマドジャケット　
¥14,300 →¥11,440

↓柔らかくふわふわの肌触りで大人気！ 
ボリュームのあるデザイン、手首と裾はリブで
キュッとかわいく。

CHUMS
キッズエルモ フリースジャケット　
¥8,580→¥6,006 

↗冬の大定番ダウン！ 表地は撥水加工
を施してタフ。タウンからアウトドアまで
幅広く活躍！ 親子でお揃いもOK！ 

THE NORTH FACE
ヌプシジャケット　
¥24,200→¥19,360 

↗もこもことテディベアのような、防風性
と保温性を備えたボアフリース。これ一
枚あれば、寒い冬でも外遊び！

patagonia
ベビー・レトロX・ジャケット　
¥12,650

↓ソフトな防風性シェルとシェルパ・パイルの
フリースのリバーシブルジャケット。
フードは取り外し可能。

patagonia　ベビー・リバーシブル・
トリブルズ・フーディ　
¥14,300

20%
OFF

マイクスポイント
10倍

マイクスポイント
10倍

myX
特価

20%
OFF

↗暖かな雰囲気を演出するスウェードアッ
パーにステッチがアクセント! ボアのライニン
グ、履きやすさも◎！

SOREL　マナワンII　
¥13,200→¥10,560

↗悪路にも対応のソール、保湿性と断熱性
に優れたフットベッド搭載で、幅広いシーン
で活躍！ サイドゴアも決め手！
KEEN　アンカレッジブーツ III SD  
¥19,800→¥15,840

→ヴィンテージキャンピングにインスパイア
された2WAYモック。スリッポンでもサンダル
でも着用可能。 お揃いも！
TEVA　エンバーモック
¥10,780→¥8,624

←学校、仕事、ジムなどの日常から
週末の旅までカバー。フィット感、
機能性、耐久性、細部にこだわった
デイパック。

EVERGOODS
シビックパネルローダー 24L　
¥31,900→
myX 特価 

世界の一流ブランド
にデザインを提供し
てきたダグラス・デ
ヴィッドソンのプレミ
アムブランド！ 妥協
のないものづくりは、
必見です！

12月14日（金）〜28日（金）

THE BROWN BUFFALO FAIR

→程よい容量で、PCスリーブや小物の収納スペース、
取り外してサコッシュのように使えるポーチも完備。耐水性も◎。

THE BROWN BUFFALO 
コンシール パック　¥16,280→¥13,024 20%

OFF

20%
OFF

20%
OFF

↓防水メンブレンをインサートし、サーモ
ライト®中わたで軽量さと保温性を向上
させた人気ウィンターブーツ。

THE NORTH FACE
ヌプシブーティー 
ウォータープルーフ VIショート　
¥16,500→¥13,200

↓使用限界温度は−32℃！キュートな
ルックスと抜群の保温性、冬のキャンプに
オススメです！

SOREL　スノーエンジェル　
¥13,200→¥10,560 

S E R V I C E  F R O N T
マイクス横浜本店   サービス受付
営業時間変更と改装工事に伴う店休日のお知らせ

営業時間 12月1日（日）より　10:00〜18:00
 ＊ショールーム、ショップは20:00まで営業いたします。

定  休  日 12月3日（火）・10日（火）・17日（火）・24日（火）
	 ＊サービスフロントは、令和元年12月10日（火）〜24日（火）は
	 　改装工事を実施します。
	 ＊令和2年1月より、従来通り火曜日は営業いたします。

新型 iPhone 好評発売中！

すべてがある。パーフェクトなバランスで。新しいデュアル
カメラシステム。一日中持続するバッテリー。今までで最
も速いApple製チップ。その魅力にぜひ触れてください！

今のプランは最適？ 新しいスマホが欲しいけど、どんなプ
ランがいい？ 何でもご相談ください！ ご来店のうえ、料金
診断とWebアンケートの両方をされた先着100名様に、
ハーゲンダッツギフト券をプレゼント！ 
＊混雑時はお待ちいただくことがあります。 ご予約も承ります。 
＊ギフト券がなくなり次第プレゼントは終了となります。 ＊写真はイメージです。

料金診断フェア！

Apple　iPhone11

20%
OFF

20%
OFF

20%
OFF

20%
OFF

↗軽さと暖かさ、動きやすさを兼ね
備えたインサレーションジャケット。
ダウンのようなふんわり感で、
お手入れ簡単！

THE NORTH FACE
トランゴパーカ　
¥29,700→¥23,760

↑耳あての付いたレトロキャップは、冬
キャンプの強い味方！メイドインジャパン
の品質、デザインもさすが！

DECHO　レトロイヤーキャップ
¥8,250→¥7,425

→750フィルヨーロピアングレーグースダウンを封入。
最高レベルの快適さとデザイン、寒冷地への旅行に！

ARC'TERYX　セイラコート  ¥60,500

デモンストレーション開催！
12月21日(土）・22日（日）  両日 11:00〜17:00
各メディアで大評判！ メーカー担当者がチョモランマを詳しくご紹介します！
＊全て定価販売です。

パタゴニア全品 
マイクスポイント
10倍！＊SALE対象外

アークテリクス全品 
マイクスポイント
10倍！＊SALE対象外

10%
OFF

↘ケーブル編み
がレトロな雰囲
気のバッグは、
100%ウールの
イギリス製。
冬の贈り物にぜひ！

HIGHLAND2000
ケーブル編み
ニットバッグ　
¥13,200→
¥10,560 

↗信頼のJAPANブランド「NANGA」が
お買い得！上品なデザインとシルエット、
ビジネスシーンにもオススメです。

NANGA
ショールカラー ダウンコート　
¥43,230→¥34,584

ニュージーランド発、良質なメリノ
ウールで評判のアイスブレーカー
が、40%OFF！ このチャンスを
お見逃しなく！ ＊一部対象外商品あり

Women's

Women's

Women's

Women's

レディース 
アイスブレーカー  
40%OFF!

前開きタイツ　
¥14,080 
ズボン下　
¥9,900 
長袖丸首シャツ
¥9,900

ハイネック　
¥14,080 
タイツ　
¥9,900 
長袖丸首インナー
¥9,900

Women'sMen's

抜群の保温力！  実力派の防寒インナー
ひだまり 「チョモランマ」 myXに登場！ 

TNFヘリテージモデル、デナリ
ジャケットのフード付きモデル。
軽く厚みがあり柔らかな着心地。

THE NORTH FACE
デナリフーディー　
¥24,200→¥19,360

11,000
point

メンズ、ウィメンズ、キッズアパレル   10〜30％OFF!　＊一部対象外商品あり

パック＆シューズ   20％OFF!　＊一部対象外商品あり

20%
OFF

20%
OFF


