


お店訪問!!
スズキ車オーナーの

　今回は、スズキアルトを愛車として
お乗りいただいているアリーナ若葉店
のお客様、栗山菓舗様の和菓子屋さん
に取材にいってきました！昭和９年に創
業し、今年で８３年目になる歴史あるお
店は、代々味を受け継ぎ、長きにわたっ
てお客様から愛されています。三代目
店主の荒野さんはとてもあたたかい
人柄で、「たくさんの方に和菓子を食
べてもらい、喜んでいただきたい」と
おっしゃっていました。
　店内に入るとお店の奥には腰かけ
やテーブルもあり、購入した和菓子を
頂くことが出来るスペースがありま
す。また、スタッフの方たちもとても

栗山菓舗（くりやまかほ）
千葉市中央区要町1-8
JR東千葉駅東口前
午前8時30分～午後5時30分
水曜日、第４日曜日休業

●現在お乗りのおクルマ

●おクルマのナンバー

●ご希望のプレゼントに1つ□チェックをご記入ください。

●お名前（フリガナ）

●Fan’s・店舗へのご意見・ご感想

担当営業

●ご住所（〒　　　　ー　　　　　）

TEL　　　     ー　　     　　ー

Fan’s 40号 プレゼント応募券

この応募券を切り取って、郵送または店頭にてご応募下さい。
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プレゼント応募方法
【応募方法】   《郵送でのご応募》 右記応募券に必要事項をご記入頂き、官製はがきに貼ってご応募下さい。
　　　　　　　　　　　　　　  （宛先）〒 277ｰ0921  千葉県柏市大津ケ丘1ｰ41ｰ12 
　　　　　　　　　　　　　　  スズキアリーナ柏内  FAN'Sプレゼント係
　　　　　　《店頭でのご応募》 右記応募券に必要事項をご記入頂き、店頭にてスタッフへお渡し頂くか、
　　　　　　　　　　　　　　  店頭応募BOXへご投函下さい。
【応募締切】   平成29年3月15日まで。（当日消印有効）
【当選発表】   当選はご連絡と次号のFan’s掲載にて発表させて頂きます。

オーナー’s Voice!!

合計30名様
にプレゼント

！！

☆グラスコーティング
　ガードコスメSP施工
☆栗山菓舗様
  和菓子セット

☆ハンガリー
  アカシアはちみつ
　（3個入り）

☆スマイルLEDランタン

☆SUZUKI ヨシムラ GSX-R
　チタンキーホルダー

E 様
燃費が良く、外装も内装もデザインが可
愛くて広いです。エンジンも静かでガソリ
ン代も安く、走行時安定しています。
友人を乗せた時にもいいね！と褒めてもら
えました。

T 様
加速しやすく、軽自動車だけど高速道路
も問題なく走れる。
仕事柄、高校生と接する機会が多いので
すが「かわいい！」とよく言ってもらえます。
私自身も気に入っているので「いいでしょ
ー。」と自慢しています。

M 様
エンジンの音が静かで燃費が良い！！
今年の夏はハスラーでいろいろな海に行
きました。

もも 様
室内がとても広いです！！
燃費がよくなりました！

S 様
ターボ車でなくても加速が良いところで
す。高速道路ならばターボの方が良いと
思いますが、発進時、周りの車に後れを
取ることもないですし、多少の上り坂程
度なら、強く踏み込まなくても軽々と上っ
てくれます。
最初は街乗り用と思って買ったのですが、
運転していてストレスを感じない為、片
道２５０キロくらいのロングドライブにも使
っています。これからもガンガン、乗って
行こうと思います。

U 様
坂道でもグングン加速していき、伸びも
良いのでよかった。４WD・ターボだが燃
費もそれほど悪くない。
日光へ旅行へ行ったり、長距離走行もし
ています。いろは坂でも快適な走りでし
た。

S 様
毎日通勤で使っているのですが、快適で
す。

ピンクのカラーがお気に入りです！

八木 様
ヴィジュアルが可愛いので乗っていて楽
しい。ショーウィンドウに写るのが嬉しく
てついつい見てしまいます。室内も広く、
軽とは思えない程の使い勝手！燃費も良
く、高速での安定性もあり、遠出も楽々。
毎朝毎晩、ハスラーの顔を見てから出勤・
家に入ります。
他の軽や遊び心のある車にも無い様な丸
いヘッドライト。私自身、クラシックカーが
好きなのですがハスラーは通づる物があ
るので何だか兄弟の様！！

みさお 様
見た目や形はもちろん、シートヒーター
機能には感動しました！寒い朝や夜もこれ
さえあれば無敵です♥
一目惚れで買ったハスラーはすべてに
おいてとても気に入ってます。まだ購入
して間もないのでこれからたくさんハス
ラーと一緒に思い出を作って行きたいで
す♥

M・T 様
ハスラーは軽自動車なので小回りが効い
て、とても運転しやすいです。荷物を沢
山乗せられるので、買い物も便利！！
海や山など、旅行に行きやすくて「買って
良かった」と本当に思います。

ぱんちゃん 様
形がコンパクトで可愛い（奥様）水色とア
クセサリーのペンギンが好き！（息子様）長
距離運転や高速道路でもしっかり快適に
走る（ご主人様）
ハスラーでファミリーキャンプに行ってい
ます。テント・寝袋・テーブルを積んでも
大丈夫です。また、市街地でも小回りが
きくので助かっています。

NON 様
小回りが効いて、荷物が思ったよりたくさ
ん入ります。中も広いです。
駐車場のおばさんに「ホントにこの車かわ
いいよね～大事に使ってる感じがよくわ
かるよー！」と何度か言われたことがあり
ます。

テル 様
スタイルが良く力がよい走りが最高です。
レトロチックでとても遊び心のある車で
す。
エブリィに１０年乗っていてそろそろとい
う時にハスラーを見て、レトロチックな所
に惹かれてしまい、試乗した時に心の中
で決まりました。これから１０年大事に乗
ります！！

車内の広さと使いやすさがお気に入り。
高速道路での走行が多いので運転が楽で
す。

E・K 様

デザインがとても良い。
夫婦で出かけることが多くなりました。
（笑）

やっこ 様

：お使いいただいていて「いいな」と思われた点はありますか？
：愛車の自慢やお車とのエピソードをお聞かせ下さい。

今回は、大人気のハスラーにお乗りのオーナー様に、インタビューしてきました!!
Q1
Q2 千葉スズキで

ボディコーティングリフレッシュ施工がはじまりました♪
  リフレッシュ施工とは…
年とともに付いたキズや汚れ、ザラ付きをキレイに整えて新たに施工。

  コーティングは3タイプ

●ボディコーティング リフレッシュ施工価格（税込）

●上記の価格にはメンテナンスキットが含まれます。●上記以外の車種は別途お見積りいたします。●価格は予告なく変更される場合がございます。●キズ落とし作業、つや出し作業は別途お見積りいたします。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※メンテナンスキットは予告なく内容・仕様を変更する場合がございます。

発売元である中央自動車工業㈱により保証されます。
（年一回の定期点検が必要です）※撥水効果は保証内容には含まれません。

CPCプレミアムコーティング
ダブルG

ワゴンR
ラパン
アルト

ハスラー
ジムニー

バレーノ
SX4
エスクード

ランディ 大型1BOX
大型セダン車

キザシスペーシア
エブリイワゴン
スイフト

イグニス
ジムニーシエラ
ソリオ

104,760円
64,800円

108,000円
68,040円

132,840円
75,600円

151,200円
86,400円

162,000円
91,800円グラスコーティング

ガードコスメ・ガードコスメSP

おすすめ
します!!

CPCプレミアムコーティングダブルG
コーティングの特性を極限まで高める2重のガラス質被膜を形成。

グラスコーティングガードコスメ

グラスコーティングガードコスメSP

高級感のある輝きを実現し、そして守る。

ガードコスメの優れた性能に、高い撥水効果をプラス。

明るく気さくな方たちばかりな
ので、贈り物などで悩んだ時も
相談に乗ってくれるので安心で
すヽ (・∀・)ノ
　お店で一番人気の大福を頂きまし
たが、中のこしあんの甘さがとても上
品で、外側のもっちりとした皮とのバ
ランスが絶妙でした。栗山菓舗様の大
福は、創業以来「手作り」にこだわって
おり、添加物は一切使用せず、千葉県
産のもち米と良質なこしあんで作って
いるそうです。
　また今回ファンズ当選のプレゼント
の中の１つであるどら焼きもいただき
ましたが、生地がとてもふっくらして
おり、中のつぶあんもたっぷり入って
いて美味しかったです！！

　新商品の千葉県
産落花生入りどら焼
きも千葉市推薦土産
物品に選ばれ、大好

Fan’s 40号 スペシャル
プレゼント!!
Fan’s 40号 スペシャル
プレゼント!!

1名様1名様

7名様7名様
5名様5名様

※色は選べません。
※電池は附属されて
　いません。

評なのでおす
すめです。
　栗山菓舗様
は国道６４号

沿いの椿森陸橋を千葉駅方面へ向
かって右側にあるお店です。ＪＲ東千葉
駅東口からは徒歩30秒の場所にござ
いますので、是非お立ち寄りください。
　売り切れ次第、閉店いたしますので、
ご注意ください。

総武本線

千葉市民会館
●

東千葉

126

★ 12名様12名様 5名様5名様
ヨシムラのマフラー職人さんが一つ一つ手作りし
ているキーホルダーです。ヨシムラマフラーに使
用されているものと同じチタン素材を使用し、丹
念に焼き色を入れています。チタン焼入れのため、
同じ模様は2つと無いそうです！

マイカーに施工した千葉スズキ社員の声

アリーナ
習志野

\ 車中泊・キャンプにピッタリ ／

□ グラスコーティング ガードコスメSP施工
□ 栗山菓舗様 和菓子セット
□ ハンガリー アカシアはちみつ （3個入り）
□ SUZUKI ヨシムラ GSX-R チタンキーホルダー
□ スマイル LEDランタン

1名様
7名様
5名様
5名様
12名様

料理はもちろん、ドリンクの
甘味料としてもおいしい！！

最大
年間
保証5

アリーナ
柏

アリーナ
美浜

アリーナ
若葉

大好評


