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Fan's44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30年5月21日 発行

368,000円本体価格 

2018年8月11日㈯～8月14日㈫まで夏季休業とさせていただきます

千葉こどもの国
Kids Dom

千葉こどもの国
Kids Dom

ポピーの里
館山ファミリーパーク

ポピーの里
館山ファミリーパーク

成田ゆめ牧場

成田ゆめ牧場

成田ゆめ牧場
広々とした草地や、牛の放牧
場、広大なひまわり畑など、自
然を思い切り楽しめる施設で
す。ワンちゃんと一緒に楽しめ
るドッグガーデンではドッグ
ショップ、ドッグラン、マイクロ
シャワールーム、足洗い場が
あります。
●千葉県成田市名木730
●9：00～17：00
●大人　1400円
　小人　700円
　大型犬　1500円
　中・小型犬　1000円
●駐車料金　600円（普通車）

ポピーの里
館山ファミリーパーク
お花畑やフラワーショップな
どの他、パターゴルフなどの
アウトドア施設も整った、レ
ジャーパークです。わんわん
広場では、南国ムード溢れる
ヤシの木に囲まれ、愛犬をの
びのびと遊ばせてあげる事が
できます。
●千葉県館山市布沼1210
●9：00～16：00（平日）
●大人　550円
　小人　350円
　ワンちゃんは無料
●駐車料金　入園者は無料

千葉こどもの国
Kids Dom
自然と遊びのふれあい広場。 
水と緑に囲まれた約40万平方
mの園内には、芝生広場を中
心にわくわくサイクリング、つ
りぼり、ゴーカート、ローラー
リンク、体験プログラムなど、
遊びがいっぱいです。
●千葉県市原市山倉1487
●9：30～16：30（3～10月）
●大人　700円
　小人　300円
　シニア　400円
●駐車料金　600円（普通車）
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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

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。

※8月11日（土）～8月14日（火）までは休業日のため貸出できませんのでご了承ください。

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。

渡邊渡邊
望月望月

斉田斉田

柏
最新中古車情報

若葉 美浜

HP HP HP HP HP

※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。

上記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

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。

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。

お出かけドライブお出かけドライブ
スズキ車で

初夏に最適
！！

スズキ車で
初夏に最適

！！

全店舗に漫画を
ご用意いたしました！

千葉スズキ

各拠点女子スタッフ推薦の名作揃いです！
是非待ち時間にお読みください^^

お客様のための千葉スズキコンシェルジュ

クルーズコントロールシステム
アダプティブクルーズコントロールシステムって何？

クルーズコントロールスイッチは設定した速度（約45km/h ～ 100km/h）を
自動的にキープ。アクセルを踏み続ける必要がないので、高速走行時や長距
離走行でドライバーの負担を軽減します。
さらに、アダプティブクルーズコントロールは前を走るクルマとの車間距離
を一定に保ちながら走る「追従走行」が可能になりました。

アダプティブクルーズコントロールシステム
前方の先行車との距離をミリ波レーダーで測定し、車間距離を保つように加速・減速します。

アダプティブクルーズコントロール
ついてます！

新型スペーシアカスタム ハスラー ワゴンR クロスビー イグニス ソリオ

バレーノ エスクード スイフト
※グレードによって異なる為、詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。

スイッチひとつで、快適クルージング。

先進の技術が、

安全で快適な運
転を

　　　　サポー
ト。

クルーズコントロール ついてます！

※掲載情報は、2018年4月 当社調べ
　実際の情報と異なっている場合もございます。



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

お出かけ時に、大切なお肌を
守る！便利なＵＶ+ＩＲカットフィ
ルムセットのご紹介です☆
この、ＵＶ+ＩＲカットフィルム
セットは暑さと紫外線を緩和
できるアイテムです♪
なんと、このＵＶ+ＩＲカットフィ
ルムセットを付けるだけで赤
外線（ＩＲ）が約７４％カット、紫外
線（ＵＶ）が約99％カットでき
ちゃいます＼(^o^)／♪

赤外線と紫外線が日焼け・シ
ミ・シワなどの原因に、、、。
しかも、赤外線と紫外線は夏
だけでなく１年中降り注いで
います！！
お肌に悪いものを少しでも減
らしたい女性にとってはＵＶ+Ｉ
Ｒカットフィルムセットがすごく
素敵なアイテムであることは
間違いなしです☆
夏には、車内の温度上昇をや
わらげる効果も期待できます
ので是非ＵＶ+ＩＲカットフィル
ムセットをご活用ください♪

※数値は、3mm厚フロート
　ガラスにフィルムを貼付
　したものをJIS R3106に
　準ずる方法で測定した
　ものです。

NEW

●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
を
切
り
取
っ
て
、郵
送
ま
た
は
店
頭
に
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

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6月30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。

応募期間内に来店し、
コメントを書いて
ご応募してくださった方には
1ポイントプレゼントいたします。
スタッフまでお声かけください。

今回取材させていただいたのは、ワゴ

ンＲをご愛用いただいているキティボッ

クス様です。店長の花島秀一郎様にお話

をうかがいました。

千葉市稲毛区にあるキティボックス様

はＪＲ稲毛駅より徒歩１０分のところに

あるペットのトリミングのお店です。千葉

市内で開業されて２５年以上になるそう

です。主にワンちゃん＆猫ちゃんのトリミ

ングをされており、ペット用品の販売もし

ております。なんとペットホテルも併設さ

れているようですよ！

愛用していただいているワゴンＲは、お

客様のワンちゃん＆猫ちゃんの送迎に使

用していただいております。別途費用は少

しかかるようですが、近郊の地域であれ

ばワンちゃん＆猫ちゃんの送り迎えをして

もらえるそうですよ。

ペットのケアを第一に考えたトリミン

グがキティボックス様の特徴で、シャン

プー剤およびリンス剤はペットの美容業

界で最高評価を得ているシグマテック社

のラファンシーズシリーズの製品を使用

されているとのことです。またより美し

く、健康な被毛を維持するためのトリー

トメントもあるそうです。

ワンちゃん＆猫ちゃんが大好きで経験

豊富なトリマーさんが６名おり、心をこめ

てトリミングをされているお店です。

皆様の大切なワンちゃん＆猫ちゃんの

トリミングに是非いかがでしょうか。

※事前にご予約が必要となります。

合計34名様
 にプレゼント！

！

Fan’s 44号 プレゼント応募券

お店訪問!!
スズキ車オーナーの

☆千葉ロッテマリーンズ 全球団体験チケット

☆キティボックス商品券
　5,000円

5組12名様5組12名様

5名様5名様

□ 全球団体験チケット
□ 折りたたみ自転車
□ ハンガリー アカシアはちみつ（3個入り）
□ 車用 ダストボックス
□ キティボックス 商品券5,000円

……（ ①・②・③・④・⑤ ）5組12名様
………………………………… 3名様

……… 5名様
…………………………… 10名様

……………… 4名様

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♪

 今回のおすすめは・・・
「ＵＶ+ＩＲカットフィルムセット」です！

住所：千葉市稲毛区小仲台4-7-6  川崎ビル１階
TEL：0120-160-411
電話受付時間：10：00～18：30（火曜定休） ※ホテルの宿泊予約は火曜日も承っております
H  P：http://www.kittybox.co.jp

※ご試乗等の際は各店舗にお電話でお問い合わせ下さい。
いろいろ乗ってみよう！

スズキの大試乗会開催
5月18日～8月9日

キティ ボックスキティ ボックスキティ ボックスペットサロン

総武本線
稲毛駅

★
稲毛区役所●

県立千葉女子高● 穴川IC

京葉道路

●千葉大学教育
　学部附属中

☆ハンガリー
  アカシアはちみつ
　（3個入り）

☆車用
  ダストボックス

料理はもちろん、ドリンクの
甘味料としてもおいしい！！

大好評

10名様10名様

3名様3名様

※色はお選びいた
　だけません。

☆折りたたみ自転車

トリミング・ペットホテル・
ペット用品購入に使用できます。
（H30年11月末まで有効）
※事前予約が必要です。 4名様4名様

ご当選

おめでと
う

ございま
す

Fan’s 43号

プレゼント当選者
多数のご応募
ありがとうございました。

コードレス掃除機
鈴木　　誠 様
本間　祐司 様

ドライブレコーダー
松井　哲也 様
東平　希望 様
茂木　　貫 様

ラウンドチェア
浦部　暁美 様
荒川　時男 様
山口　大士 様
竹田　裕明 様
若色　和男 様
井上　彩美 様

アンポンタン チケット
柏倉　邦彦 様
佐野　正七 様
露﨑　洋子 様
渡邉　亜樹彦 様
吉田　　徹 様

ドトール バラエティスティック
横山　信江 様
秋葉　静子 様
市川　比呂美 様
山本　侑樹 様
山口　桃果 様

石井　幸子 様
小林　　理 様
田川　和也 様
判澤　良江 様
高瀬　純子 様

吉本　さくら 様
高橋　一彦 様
奥野　裕子 様
永瀬　洋海 様
三村　光男 様

Chiba
Suzuki
Point Card

新型!

新型!

試乗で
もらえる！！

期間中、ご
試乗いただ

いた方に

スズキ オ
リジナル

保冷
バッグ
プレゼント

！

＊オリジナル保冷バッグは変更となる場合がございます。
＊複数の試乗でも、オリジナル保冷バッグは１組様につき、１個とさせていただきます。
＊数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

① vs.東北楽天 ７/17（火）18：15～ 内野指定席1組2枚
② vs.オリックス ７/20（金）18：15～ 内野自由席1組4枚
③ vs.埼玉西武 ７/29（日）18：00～ 内野指定席1組2枚
④ vs.福岡ソフトバンク ８/ 7（火）18：15～ 内野指定席1組2枚
⑤ vs.北海道日本ハム ８/31（金）18：30～ 内野指定席1組2枚

※ご希望日に○をしてください。


