
神奈川トヨタ自動車株式会社
h t tps : / / www.goodmyx.com

 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!）

初売りは新年4日（土）AM9:00から
1月の定休日は1月1日（祝）、2日（木）、3日（金）、7日（火）、

14日（火）、21日（火）、27日（月）、28日（火）です。  

1月のポイント倍は
26日（日）です。

営業時間  10：00-20：00
（クリックスは11:00-20:00）

ポ イ ント が た ま る 、使 え る！

マイクスメンバーズカード

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。

myX Online Shop 
マイクスPayPayモール
店で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。

障がい者用トイレ、
マイクスにあります。 B1 ２F

 マイクス公式
 インスタグラム 
myx_official
各コーナーの情報をピックアップ

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。

30％
OFF!

75〜76％
OFF!

限定2台限定3台

↘ガレージでの作業に必須！120VAC
（家庭用）でプロユーザーからDIYまで
対応できるハイパワーモデル。

6ガロン

31ガロン
20ガロン

DEWALT 　
ポータブル 
エアコンプレッサー  
¥89,540→
¥60,000

限定各3台

↓↘脚立、段違い脚立、はしご、簡易足場の4通りに使えるスグレモノが
お買い得！ ガレージなどでの作業に！ 耐荷重135kg。
LOUISVILLE LADDER 
アルミ アジャスタブルはしご兼用脚立 
L-2098-17 はしご時高さ：518cm 
脚立時高さ：122〜213cm／重量：13.2kg  
¥72,600→¥18,000
L-2098-13 はしご時高さ：396cm 
脚立時高さ：91〜152cm／重量：10.9kg 

¥68,200→¥16,000

→ミネソタの全米No.1シェア、スチール容器メーカー！
耐久性と強度に優れたガルバメッキスチール製。
フタも付いて使い勝手◎！
BEHRENS　ダストボックス 
31ガロン ¥7,920→¥5,000
20ガロン ¥6,600→¥4,200
10ガロン ¥5,940→¥3,800
6ガロン ¥5,280→¥3,400
4ガロン ¥4,620→¥3,000

→市販の2x4材を使って、DIYなど
の作業台が簡単に作れます。脚部
を折りたたんでコンパクトに収納。
＊天板と2x4材は付きません。

TOUGHBUILT
ジョブサイト
ソーホース  
¥17,160→
¥12,000

32％
OFF!

36％
OFF!

35％
OFF!

C A R  S T YL I N G  S H O P
新春プライス続々登場！ ガレージライフをはじめアイテム多彩！

「釣りフェスティバル2020」チケット提示で 10%OFF！
イベント期間中、入場チケットまたは半券のご提示で、SALE品と一部の商品を
除くフィッシングコーナーのアイテムを10%OFF！

「釣りフェスティバル2020」 
前売り券発売中
前売り券 1,300円　当日券 1,500円

L U R E  F I S H I N G

リールSALE　SHIMANO、DAIWA、Abuリールが超お買い得！ 

SHIMANO ・・・ メーカー希望小売価格より 29〜36%OFF！
DAIWA ・・・・ メーカー希望小売価格より 20〜35%OFF！
Abu ・・・・・・ メーカー希望小売価格より 30〜38%OFF！
＊特価品、新商品など一部SALE対象外になる商品がございます。

ロッドSALE ・・・・・・・ 店頭表示価格より 15%OFF！
バス、ソルト、エリアトラウトルアーロッドが店頭価格よりさらにOFF！
＊特価品、レジットデザイン、ヤマガブランクスなど一部の商品はSALE対象外となります。

ラインSALE ・・・ メーカー希望小売価格より 50%OFF！
＊オープン価格のラインは店頭表示価格より30%OFFとなります。＊特価品や一部の商品はSALE対象外となります。

1月4日（土）〜31日（金）

1月17日（金）〜19日（日）

フィッシングアイテム ルアー &ルアー小物  10%OFF！
上記SALE品（ロッド、リール、ライン）以外のルアーやフックなどのフィッシング
アイテムも店頭価格よりさらに10%OFF！
＊リール、ロッド、ライン、特価品などのSALE品、書籍、雑誌、魚探（パーツ含む）、お取り寄せ品、お取り置き品、新
製品などの一部の商品は当SALE対象外となります。

1月4日（土）〜12日（日）

アジ、メバルなどにオススメのワーム、
ジグヘッドなどのセット！
TICT アジ、メバル用福袋 
マイクス限定パック
¥6,600→¥3,300

50％
OFF!

限定15個

←今までのジャイアントベイトになかった超高
速リトリーブが可能！ エイトトラップで注目を浴
びたBALAM300がカラー限定でお買い得！ 
＊幻シリーズ追鮎、野鮎の2色限定。

MADNESS　
BALAM300
¥12,650→¥8,855
在庫限り

↘エントリーモデルながら、クラス最高水
準のパフォーマンスをもつX3。Xシリーズ
最高峰のX5。ともに、訳あり（箱つぶれ）に
より大特価！ ＊写真はX5-80V-45

Motorguide
X3-55V-36
X5-80V-45
¥173,800〜
¥264,000→
myX大特価
各限定１台

期間中は偏光サングラスが定価より20%OFF!
店頭在庫品に限ります。
＊新商品など一部商品は対象外となります。

偏光サングラス 20%OFF！

メイホーやリングスターなどのタックルボックス
類が表示価格よりさらに30%OFF！ 店頭在庫
品に限ります。＊新商品など一部商品は対象外となります。

タックルボックス 30%OFF！

ライトソルトワームの定番Gulpシリーズベビー
サーディン、ベビースクイッドなどのセット。
メバル、カサゴ、アジなどに！
Abu Garucia
Gulp ライトソルトワームセット福袋
¥8,998→myX大特価

野池やリザーバーのヘビーカバーにも対応
するフリッピンロッドHSPC-7112X-FP、
REVO SX、ヴァニッシュウルトラのライン
がセットの福袋。

＊ラインのポンド
数は実際と異な
ります。

Abu Garucia
Abu STINGER 
フリッピング用福袋　
¥49,160→myX大特価

ビギナーからベテランまで幅広い層に支持
されているHornetStinger！ 遠投仕様の
HSPC-7112MH-LDとREVO SX、ヴァ
ニッシュウルトラのラインがセットの福袋。
Abu Garucia
Abu STINGER 
陸っぱり遠投セット福袋　
¥46,420→myX大特価

ライト、レフトハンドル 限定各3セット ライト、レフトハンドル 限定各3セット

＊写真はイメージです。

＊写真はイメージです。

1月4日（土）
新春福袋

新春福袋

1月4日（土）
新春福袋

30％
OFF!

限定15個

＊一例です。

＊写真はイメージです。

＊一例です。

30％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

40％
OFF!

40％
OFF!

40％
OFF!

40％
OFF!

↘撥水加工を施したPUス
エードブーツ。ベーシックな
デザインは、アウトドアからタ
ウンまでカバー。

THE NORTH FACE
ウインターキャンプ 
ブーティー（キッズ）　
¥10,450→
¥7,315

→自分の荷物は自分でね。行動範囲が広がる3-4
才位、人生最初のデイパックにオススメ！

THE NORTH FACE
ホームスライス  ¥5,500→¥3,850

↗マイクロフリースを生地に使い、
愛らしい雰囲気のデイパック。冬の
プレゼントにピッタリ！ 容量７L。

THE NORTH FACE
ノベルティバークレー ミニ　
¥7,150→¥5,005

↗チビッコに扱いやすいゆったりシル
エット。保温性に優れたフリース素材。
寒い冬はやっぱりコレ！

THE NORTH FACE
シェルパフリース ネックゲイター　
¥3,300→¥2,310

↗毛足の長いフリースは肌触りもよく保温力
も抜群。あったかくしてフィールドへGO！

THE NORTH FACE
フリースフーディ （ベビー）　
¥9,900→¥6,930

→毛足が長い、柔らかなフリース、ボンボンが
可愛いベビー用。プレゼントにもオススメです！

THE NORTH FACE
ウォーマーキャップ （ベビー）　
¥3,850→¥2,695

→ボトムコーデにかかせない、
かわいいリボン柄のスパッツ。
色違いで揃えてもお得！
Seraph
丸編みリボン柄スパッツ　
¥990→¥594

→ディッキ—ズとのコラボのベイカーパンツ
は、シルエットがきれい！ アメカジテイストを
さりげなく！
F.O.KIDS　Dickies ワークパンツ
¥3,190→¥1,914 

↑動きやすさ抜群のクライミングパンツ。
ストレッチ素材でさらに履きやすい！
F.O.KIDS
デニムクライミングパンツ　
¥3,190→¥1,914 

→表も裏も、もこもこ生地で
肌触りがよくあったかい！
ざっくりめに着こなして。

OCEAN&GROUND
ボア ミリタリースウェット
¥2,530→¥1,518 

＊一部対象外の商品あり。

←ボアとフリースを合わせたネックウォー
マー。軽くて暖かい、冬のマストアイテム！
OCEAN&GROUND
ボア ネックウォーマー　
¥1,430→¥858  

→身に着けたまま簡単なスマホ操作ができる手袋。
ノルディック柄がGOOD！

OCEAN&GROUND
スマホタッチ ノルディックニット 手袋　
¥1,100 →¥660   

30％
OFF!

40％
OFF!

40％
OFF!

K I D S  &  B A B Y

30％
OFF!

ア ウ ト ド ア ブ ラン ド  ・・・・・・・・・・・ 3０％OFF！   
カジュアルブランド  ・・・・・・・・・・・ 4０％OFF！

→ベストセラーのキルティングジャケット、
リッズデイルを現代風にアレンジ。ナイロン
素材の程よい光沢感が映える！

Barbour
リッズデイルナイロン　
¥26,400→¥15,840

独自のデザイン性と機能性で定評のある、グリップスワニーの
ワークウエア！ 人気アイテムの1点物や旧モデルなど、自分に
合った1枚を見つけて！ 
＊サイズやカラーには偏りがあります。

旧モデルの一大
クリアランス実施 ！
最大70%OFF、
マストバイアイテム
も多数！最旬！ 2019-20秋冬モデルが

お買い得！   ＊帽子、グローブなどの小物は除きます。

GRIP SWANY
アウトレットセール

メンズ&レディース
旧モデルアウトレットセール

 THE NORTH FACE
 アパレル全品
 30%OFF！

50%OFF！

MAX70%OFF！

50％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

→裏面はマイクロフリー
スで、風を通しにくい！
冬のアクティブシーンを、
テーパードシルエットでかっこよく！

GRAMICCI　
ボンディング ニットフリース 
スリムパンツ　
¥11,880→¥8,316

40％
OFF!

40％
OFF!

←80年代に人気のPOLARTEC 200 
JACKETを応用範囲の広いベストに
アレンジ。レトロ感が魅力。

MOUNTAIN  EQUIPMENT
ポーラテック200ベスト　
¥13,750→¥8,250

→アーバンアウトドアブランドnauが
OFF！700フィルパワーダウンを使用
し、耐久性、撥水性とも優秀。フードの
脱着可能。
nau
レイキャビクダウンジャケット　
¥63,800→¥25,520

→ポーラテックのセーターニットフ
リースで保温性抜群！クラシカル
な雰囲気はアウトドアからタウンま
でカバー。
karrimor
ジャーニー W'sラップスカート
¥15,400  →¥10,780

←冷気をシャットアウトして、
湿 気 は 逃 が すGORE-TEX 
INFINIUMを使用。冷たい雨や
雪の日も、街へフィールドへ！
THE NORTH FACE
ウインドストッパー 
ダウンシェルコート　
¥63,800 →¥44,660

→マットで自然な風合いと、すっきりし
たシルエットがクラシック。裏地に極
薄生地を採用し、柔らかく温かい。
MOUNTAIN EQUIPMENT
レトロライン コート　
¥41,800 →¥29,260

50％
OFF!

60％
OFF!

←ミリタリーライクな中綿ジャケット。
リップストップナイロンとオックスのリ
バーシブル。女子がオーバーサイズで
着るのも◎!
Johnbull
リバーシブル フードジャケット
¥40,700 →¥20,350

A P PA R E L

Women's

Women's

冬の人気モデルがお年玉特価！　　　今すぐ、myXへ！冬の人気モデルがお年玉特価！　　　今すぐ、myXへ！

20％
OFF!

30％
OFF!

30％
OFF!

20％
OFF!

THE NORTH FACE 
ヌプシトラクションライト V
ウォータープルーフ 
チャッカ　

¥15,400→
¥12,320
THE NORTH FACE　
ヌプシブーティー 
ウォータープルーフ 
VIIショート　
¥16,500→
¥13,200

SOREL  バクストンプルオン
¥16,500 →¥11,550

TEVA  
エンバーモック キャニオン
¥10,780 →¥7,546

＊一部除外品有りウインターブーツセール
TEVA、KEEN、SOREL ・・・・・30%OFF
THE NORTH FACE ・・・・・・・20%OFF

MERREL アウトレットセール！
1月11日（土）〜31日（金）

高機能性と独特のデザインで人気の
メレル！ ハイキングやキャンプ
に使えるゴアテックス
シューズなどを 
最大50%OFFで！

PA C K  &  S H O E S

←トートにもリュックにも使える2WAY仕様。
キュートなスクエア型、収納力も◎！ 容量16L。
wilderness experience
フライトパックS　
¥8,580→
myX特価

→コーデュラナイロン採用でタフ！ 
オーソドックスなデザインは、普段使いに最適！ 
容量20L。

wilderness experience　アーチ　
¥8,580→myX特価

数量限定

数量限定

数量限定

グレゴリーパックSALE

↗軽量でスリムなシルエット。 背中に斜め
がけもスマートなウエストパック。 容量2.5L。

GREGORY　テールランナー
¥6,380→myX特価
→トレイルからタウンまで、幅広くカバーできる機能を
集約。女性も背負いやすいデイパック。容量24L。

GREGORY　オールデイ  ¥18,700→myX特価

アウトドアに！ デイリーに！ 
世界で愛されるグレゴリーがmyX特価！ 
＊掲載商品は一例です。

Women's

 

NEW YEAR SALE 2020


