
Fan's43号はお楽しみいただけたでしょうか。
大好評のFan'sプレゼントキャンペーン！
プレゼント応募用紙にてFan'sのご感想・ご意見
等もお待ちしております。
また、お店訪問コーナーにて取材させていただけるお店さんを募
集しております！
スズキ車にお乗りでお店を経営されているオーナー様、是非今後
のFan'sお店コーナーにてお店をご紹介させてください(*^ω^*)
お気軽に各店舗スタッフまで声をお掛け下さい！

編集部より

平成29年11月20日 発行

中古車特 集
中古車特 集

368,000円本体価格 

2017年12月29日㈮～2018年1月2日㈫まで年末年始の休業とさせていただきます

FAN’S 女子スタッフから
女性ユーザーへ

女性目線のいろいろな
情報をお届けします

女子倶楽部

【発行・発送】 千葉スズキ販売（株）
 〒261-0002千葉市美浜区新港173番地 
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事故・キズ・ヘコミ直します！
鈑金・塗装の鉄人

BRC
千葉

ディーラー直営

043-204-4466
〒261-0002 
千葉県千葉市美浜区新港１７１－２

2017

お客様のための千葉スズキコンシェルジュ

詳しくは、
ご来店前に
店頭スタッフに
ご確認ください。

ワンコインレンタカーワンコインレンタカー
ご予約はお近くの千葉スズキにお電話にてお問い合わせ下さい。
延長（1時間）1,080円となります。 24時間のご利用の場合は、2000cc以上 10,000円、
1000cc～2000cc未満 6,480円、660cc以下 4,860円となります。1時間 500円1時間 500円

当社
オリジ

ナル

アリーナ美浜アリーナ美浜

ハスラーX
レッド・ブラック2トーン

ナビ／ETC付き
レッド・ブラック2トーン

ナビ／ETC付き
ブルー　ナビ／ETC付き レッド 　ナビ／ ETC付き ホワイトパール

ナビ／ETC付き
バイオレット　ナビ／ETC付き シルバーメタリック

ナビ／ETC付き
カシスピンク
ナビ付き

ワゴンR FX ワゴンR FXワゴンR FXリミテッド ワゴンR FXリミテッドラパン X スペーシア Gリミテッド

アリーナ柏アリーナ柏 アリーナ習志野アリーナ習志野 アリーナ若葉アリーナ若葉

☎043-235-1231☎047-451-1081

ソリオ バンディットランディ X

アリーナ佐倉王子台アリーナ佐倉王子台

☎043-460-5511☎043-242-2151
※千葉スズキのレンタカーはご予約制となっています。  ※車種・色など予告なく変更となる場合もございます。  ※台数に限りがある為、ご希望のお日にちにご用意できない場合もございます。

ハスラーX
ホワイトパール
ナビ／ETC付き

ホワイトパール
ナビ／ETC付き

☎04-7191-2151

お試し運転しませんか？
お気軽にスタッフにお尋ねください。

◎スズキセニアカーには、消費税がかかりません。

31km※の
連続走行距離と
大型バスケットで
使いやすさが
充実しています。

2017年12月29日㈮～2018年1月2日㈫まで年末年始の休業とさせていただきます2017年12月29日㈮～2018年1月2日㈫まで年末年始の休業とさせていただきます

こんな時も！！

こんな
時も！！

最近良く聞く
ドライブレコーダーって何？

ドライブレコーダーとは、
交通事故の瞬間などを映像や音声で
記録する車載専用の録画装置です。

fan's（ファ
ンズ）は、

ユーザー
の皆様と

　　私たち
を結ぶ、ホ

ットライン
のひとつで

す。

身近で、役
にたって愛

される。

　　そん
なお便りと

なるよう願
っておりま

す。

渡邊渡邊
望月望月

斉田斉田

柏
最新中古車
こちらから

最新中古車こちらから
若葉

美浜

このコーナーでは女性ユーザーからの「見たい」「知りたい」にお答えします。
気になっていることなどありましたら、ぜひ女性スタッフへお声をかけてください♪

わんちゃん・ねこちゃんとの
お出かけに便利なペットキャリアをご紹介します☆
取り付けはリヤ席のシートベルト
&ヘッドレストに固定するだけで、
大切なペットと安全に快適なドラ
イブになっちゃいます♪
キャリーバッグにいれているから、
心配で近場のドッグランしか行け
なかったけど・・・このペットキャリ
アがあればちょっと遠くのドッグ
ランまで行けちゃいますね☆
わんちゃん・ねこちゃんも快適ド
ライブに大喜び間違いなしです
＼(・∀・)／

写真のとおり小さなわんちゃん２
匹がすっぽりはいってしまうぐら
いの大きさなのでストレスもなく
ゆったりサイズで、お出かけがよ
り一層楽しくなること間違いなし
(*^ω^*)
実用性に特化したペットキャリア
で可愛いわんちゃん・ねこちゃんと
沢山おでかけしちゃいましょう♪
＼(・∀・)／

（小型犬・猫等のペット専用となります）

 今回のおすすめは・・・
「ペットキャリア」です！
 今回のおすすめは・・・
「ペットキャリア」です！

HP HP HP HP HP

最新
中古車
こちらから

お近くのお店の

カーセンサー・ＨＰを

お気に入り登録して

画面を見せて下されば

ティッシュ１
箱プレゼン

ト！

締め切りは

１月２０日

※スマホの機種によって操作方法が変わりますので、詳しくは各自スマホの取説をご覧ください。

紙面のQRコードを読み取ってご覧ください!!

スマホのカメラ
または

QRコードリーダー
を起動

QRコードを
読み取ります。

表示されたURL
を押します。

千葉スズキの
中古車情報が
閲覧できます。

① ② ③

→ →

④

→
http
www

千葉スズキ
中古車情報

　常時録画するタイプ
のレコーダーなら、走
行中の美しい景色や
仲間と行ったドライブ
の車内の様子を録画
し、インターネットに
アップしたり、共有し
たりして楽しむ、とい
った使い方をするお客
様もいらっしゃいます。

　また、映像が記録されていると意識することで、安全運転に対する意識の向上にもな
りますよ♬

　　例えば、信号無視による事故などの証明が
しづらい事故や双方から正反対の意見や証言が
出たとき、ドライブレコーダーの映像は、事故状
況を客観化する材料として役立つ場合がありま
す。信号の色や周囲の状況、また当て逃げされた
際の相手の車の特徴なども記録できるため、事
後処理をスムーズに行うことができるのです。事
故の際、自身が不当な扱いを受けないためにも、
真実を記録できるレコーダーはとても心強いで
すよね。 「純正ドライブレコーダー取付のご相談も承っております！

＊SUZUKIでは現在、Wi-Fi接続タイプとナビ接続タイプの2種類の
ご案内をしております＊」ので、お気軽にお問い合わせ下さい。
　又、今回Fan’sスペシャルプレゼントとしてドライブレコーダ
ーをご用意させて頂きました!!
　　　　　　　　　是非、ご応募下さいネ！ \（・∀・）/

料金別納郵便

ゆうメール

「シッカリとした保証とアフターサービスが
充実のSUZUKI 純正ドライブレコーダー」

※ナビゲーションと接続せずに使用することもできます。
　その場合、パソコンでの再生となります。
※ナビゲーションとの接続には、別途ケーブルが必要になる場合が有ります。



先進の安全技
術を

千葉スズキで体
感してください

！！先進の安全技
術を

千葉スズキで体
感してください

！！

広々全長77メートル

●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

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。

→
こ
の
応
募
券
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り
取
っ
て
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送
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た
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に
て
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く
だ
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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37ｰ1
　　　　　　　　　　　　　　  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30年1月20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。

今回はキャリイにお乗り頂いているア
リーナ習志野のお客様「アンポンタンⅢ
（トロワ）」様に取材に行ってきました！！
アンポンタンⅢ（トロワ）は、「ザックザ
クのカレーパン（中辛）が一番人気のパン
屋さんです。関東では珍しく、ご注文を頂
いてからレジ横で揚げるので、出来たて
を食べることができます。揚げ時間は３
分です。「うちのカ
レーパンは皮が薄
く、中の牛肉とジュ
ワーとした肉汁が
しっかり堪能できる
ので、おいしいです
よ。当店に御席が１
５～１６席がござい
ます。是非御席でお
召し上がり下さい。」と社員7年目の市原
さん。このカレーパンは過去、Ｂ級（ＭＯＢ
Ａ１）グランプリを受賞した一品だそうで

す。すごいですね！
次に人気なのが「とろーりシュークリー
ム」です。平日でも３００個以上売れる人
気ぶり！その秘密が米玉子（千葉県産）で
す。色が白っぽく、ふわふわととろける様
なクリームがたっぷり入っています。私も
頂きましたが、これがとても甘く、クセに
なるくらいおいしいのです。なので、取材
に立ち寄るたびに買ってしまいます。

他にもオーダーメイドのケーキのご注
文もお受けできます。お手持ちの写真を
チョコプレートに印刷し、それをサイズ
に合わせてケーキにすることができま
す。おめでたい席のときに重宝されている
とのことです。１つしかない感動的な
ケーキになりそうですね。
アンポンタンⅢ（トロワ）は、アンポン
タンⅡ（ドゥ）として１３年間習志野市に
てお店を営んでおられましたが、先日船橋

市習志野台に移転。リニューアルオープン
されました。新京成線北習志野駅より徒
歩１０分です。おいしいパン屋さんなの
で、習志野市のファンにとってはおめでと
うございますと戻ってきてほしいなとい
う気持ちです。
また他店にあんぽんたん茂原店、系列
店に稲毛にＲａｎａｎがございます。
スペシャルプレゼントの商品券はどの
お店でもご利用頂けます。皆様もお近く
に来られた際は、是非お立ち寄り下さい。

合計31名様
 にプレゼント！

！

Fan’s 43号 プレゼント応募券

お店訪問!!
スズキ車オーナーの

☆コードレス掃除機

なんと！！全長 約77m

なんと！！全長 約77m

☆ドライブレコーダー（Wi-Fi接続タイプ）

2名様2名様

☆ドトール
　バラエティ
　スティック

☆アンポンタン
　ギフト券2,000円

10名様10名様

10名様10名様

3名様3名様

☆ラウンドチェア

6名様6名様

□ コードレス掃除機
□ ドライブレコーダー
□ ラウンドチェア
□ ドトール バラエティスティック
□ アンポンタン ギフト券2,000円

……………………………… 2名様
…………………………… 3名様

………………………………… 6名様
…………… 10名様
………… 10名様

業務スーパー●

習志野台第一小●

西友●

東葉高速線

新京成線

北習志野駅

高根木戸駅

★

柏

中古車展示場中古車展示場
リニューアル

!!
リニューアル

!!

・アンポンタンⅢ（トロワ）
 住所：船橋市習志野台２-１３-２４
 ☎：０４７-４０１-８８８６
 ・あんぽんたん 住所：茂原市高師１７９９-２
 ☎：０４７５-２６-７８７７
 ・ラナン 住所：千葉市稲毛区小仲台６-１４-２
 ☎：０４３-４４１-８００４
 定休日はすべて水曜日（祝日の場合、木曜日）

アリーナ習志野
奥野店長

　全方位モニター
とは、自分の車を
真上から見ている
ような視点で周囲

を確認できる機能です。ギアをバックに入
れると・・・

このような画像が映し出されます。
不思議ですよね～ !!!
私達も初めて体感した時はとても驚きまし
た!!屋根の上にカメラが付いてるの!?と思っ
てしまいます。
決してそうではなく、どうなっているのかと
いうと・・・
フロント・サイド・リヤの４ヶ所に設置され
たカメラ映像を、合成・処理し、モニターに
映し出しているんです！！すごいですよね～

取付けたお客様に喜ばれてます！！
「全方位モニター」です！

そして、ボタン一つで、前方・後方・サ
イドへ視点切り替えが出来るので、前
後の間隔がつかみにくい縦列駐車や、
狭い道でのすれ違い、女性が苦手な幅
寄せもサポートしてくれます(^O^)

 

これで、駐車がラクラク♬運転が少し
苦手な女性でも安心して乗ることが出
来ますね♬とてもオススメの「全方位
モニター」は、スズキの新車購入時メー
カーオプション「全方位モニター付きナ
ビゲーション」でご利用いただけます。
体感できる試乗車も各店取り揃えてお
ります。是非、この機会にスズキの「全
方位モニター」で駐車体験してくださ
い！！

12/9・10
12:00~16:00体験会 開催！！

全長 約７７m 大型中古車展示場にて

柏

まずはきれいに整地！！

青空のもと舗装開始！！

車両もきれ
いに並べてリ

ニューアル完
成！！

皆様のご来店を
おまちしております！

土 日

スズキの「サポカー」詳しくは、こちらをご覧ください。

経済産業省や国土交通省などが普及を
推進する、自動ブレーキなどの先進安全
技術をはじめとする一定の運転支援機
能を備えた車（安全運転サポート車）の
愛称で、搭載する機能により「サポカー
」、「サポカーＳ」と区分けされます。

http://www.suzuki.co.jp/car/support_car/

スズキの「サポカー」技術の紹介

「セーフティ・サポートカー」
（略称・サポカー）とは SUZUKI純正ドライブレコーダー


