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平成30年9月10日 発行

368,000円本体価格 

稲毛浅間神社

大福寺

大本山
誕生寺

成田山新勝寺
下総国一宮
香取神宮

成田山新勝寺
現在の大本堂をはじめ、
前本堂の釈迦堂、旧本堂
の光明堂を巡れば、寺の
発展の歴史をたどること
ができます。
御朱印 初穂料：300円（各御堂共通）
御朱印帳：2000円
授与場所：大本堂・境内各御護摩受付所
千葉県成田市成田1
☎0476-22-2111

下総国一宮香取神宮
御祭神は出雲の神話に出
てくる経津主大神。交通
安全、心願成就、縁結び、
安産の神、勝運にご利益
がある神様として有名。
御朱印 初穂料：300円
御朱印帳 ：1000円
授与場所：社務所
千葉県香取市香取1697-1
☎0478-57-3211

大本山誕生寺
日蓮聖人降誕の地を記念
して建立された日蓮宗の
大本山。祖師堂の鬼瓦は
たたみ21畳分もあり世界
一の大きさです。
御朱印 初穂料：300円
御朱印帳：1000円
授与場所：祖師堂
千葉県鴨川市小湊183
☎04-7095-2621

稲毛浅間神社
御祭神は道開きの神様で
ある猿田彦命、安産の神
様である木花咲耶姫命、
家内安全の神様である瓊
瓊杵尊です。
御朱印 初穂料：300円
御朱印帳：2400円・1200円の2種
授与場所：社務所にて
千葉県千葉市稲毛区稲毛1-15-10
☎043-245-7777

大福寺
船形山の絶壁に観音堂が
張りつくように建つ。本尊
の観音堂内陣の自然の壁
に刻まれた磨崖十一面観
音像は市の指定文化財。
御朱印 初穂料：300円
御朱印帳の用意はありません。
授与場所：本堂右手にある納経所
千葉県館山市船形835
☎0470-27-2247

Fan's45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！

さんが焼き
南房総産のアジ、
野菜やひじきを使った
郷土料理 枇杷カレー

びわのピューレを
隠し味で使っているので、
辛すぎず食べやすいです☆

足湯
旅の疲れを
癒せます♪ みかん狩りの

食べ放題、
10月中旬から
12月下旬に実施☆彡

人気のびわソフト
枇杷倶楽部人気 No.1

道の駅粗挽きボロネーゼ
枇杷が苦手な人はこれ！

花倶楽部　花摘み情報
11月より  金魚草  スターチス
12 月より  カーネーション  ストック
1月より  ポピー  なでしこ

話題の
ネットメロンを
栽培していました♪

千葉スズキのレンタカー 
ソリオと新しく仲間に増えた

クリッパーを使って

♪南房総の道の駅めぐり♪
をしてきました！

足つぼ
マッサージも
できます！

記念に写真撮影♪
揚げパン
あの頃の味を
楽しめます♪

実際に使われていたものが
展示されています☆

教室を使った
宿泊施設も
あります！ 水着やウエットスーツの

着替えに便利です。
寝ることも
できますよ☆

高さもあるので
広 ♪々 シャワー付き！！

20182018
号号45

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 10,800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

全方位モニター用
カメラパッケージ装着車

ワゴンR HYBRID FX
全方位モニター用

カメラパッケージ装着車

ワゴンR HYBRID FX ハスラー X ランディ 2.0X
車いす移動車

スペーシア HYBRID X
車中泊仕様車
クリッパースペーシア HYBRID X

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

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。

☎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。

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

リヤプライバシーシェード（メッシュ付）フロントプライバシーシェード
（メッシュ付）

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。

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^^

スズキ車で行く

車中泊ができるレンタカー

車中泊ができる
レンタカー♪

千葉スズキのレンタカーでお出かけしてみました♪

シェードでプライバシーも確保できます！

TOP5

秋のご朱印めぐり!!秋のご朱印めぐり!!

1位  成田
山新勝寺

2位  香取
神宮

3位  大福
寺

4位  稲毛
浅間神社

5位  誕生
寺

道の駅
富楽里とみやま

道の駅
保田小学校

道の駅
おおつの里
花倶楽部

道の駅
とみうら
枇杷倶楽部

道の駅
三芳村
鄙の里

「富山の楽しい里」を短く表現し、「誰
でも“ふらり”と、立ち寄れるスポッ
トになってほしい」という願いを込め
て命名され、１ F 直売所には、「南房
総富山地域の新鮮なとれたて」が並ん
でいます。

特産の「枇杷」とたくさんの出
会いのある「倶楽部」となる願
いを込めて命名され、2000年
には全国道の駅グランプリで
最優秀賞を受賞しました！

2014年に廃校になった
「保田小学校」が、道の駅
に生まれ変わり、2015
年12月にオープン☆

南房総のほぼ中央に位置する道の駅で、
田園風景に囲まれた静かな道の駅です☆

全方位モニター用
カメラパッケージ装着車

ワゴンR HYBRID FX
全方位モニター用

カメラパッケージ装着車

ソリオ HYBRID SX

シャワー !!シャワー !!

室内照明 !!室内照明 !!

USB電源 !!USB電源 !!



●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10月31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。

合計30名様
 にプレゼント！

！

□ ハンガリーワイン（赤白セット）
□ ハンガリー アカシアはちみつ（3個入り）
□ ワンタッチサンドーム
□ 南房総 ソープセット
□ 南房総 トートバック

………………… 10名様
…… 10名様

…………………………… 3名様
…………………………… 5名様
……………………………… 2名様

☆ハンガリー
  アカシアはちみつ
　（3個入り）

☆ハンガリー
  ワイン赤白セット
　（オリジナルラベル）

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

※色はお選びいた
　だけません。

ご当選

おめでと
う

ございま
す

Fan’s 44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。

全球団体験チケット
廣瀬　和樹 様
大江　　快 様
氏家　　太 様
飯田　理絵 様
津久井　絵里 様

折り畳み自転車
篠原　加代子 様
阿達　文明 様
宮原　　俊 様

アカシアはちみつ
原　　幸子 様
坂西　秀雄 様
加瀬　豊和 様
池野　　清 様
市原　慎二 様

キティボックス
商品券 5,000 円
増子　善康 様
長瀬　　歩 様
岡田　明美 様
三保　　毅 様

車用ダストボックス
相楽　直巳 様
上野　祐子 様
川崎　梧朗 様
角山　冨美子 様
大平　賢児 様
長谷川　三花子 様
染川　　朗 様
萩原　隆紀 様
横田　麗子 様
三野輪　敦 様

Chiba
Suzuki
Point Card

お客様のための千葉スズキコンシェルジュ

後退時ブレーキサポート
後方誤発進抑制機能って何？

後ろにも、「ぶつからない安心」を。

Fan’s 45号 プレゼント応募券

自動ブレーキ！

ピー

ブザーと表示で障害物への接近をお知らせ

後退時ブレーキサポート

後方誤発進制御機能

＊超音波センサー検知イメージ

ピピピッ

エンジン出力制御

ピッ・・ピッ・・

バック時にも、自動ブレーキが作動。

リヤバンパーに4つの超音波センサーを内蔵し、車両後方にある障害物を検
知。透明なガラスなども検知でき、コンビニの駐車場などでの衝突回避をサ
ポートします。

●後方の障害物との衝突を回避。センサーで後方の障害物との距離を測り、
4段階のブザー音で障害物への接近をお知らせする「リヤパーキングセンサ
ー」を搭載。さらに、後方の障害物との衝突の可能性が高まると自動ブレーキ
が作動し、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。
＊自動ブレーキ機能による車両停車後は、クリープ現象により後退しますので、必ずブレー
キペダルを踏んでください。

シフト入れまちがいによる不意の後退を回避。

後方に障害物があるにも関わらずシフトをR(後退)位置の状態でアクセルペ
ダルを強く踏み込むと、エンジン出力を自動的に抑制して急な後退を防止。う
っかり誤操作による衝突回避に貢献します。

リヤパーキングセンサーモニター表示
＊対応ナビゲーション装着時

ピー

10名様10名様
10名様10名様

2名様2名様
5名様5名様

☆南房総
  トートバッグ

☆南房総
  ソープセット

☆ワンタッチ
  サンドーム

3名様3名様

・デザインが良い！
・スピーカーの音が良い！
・乗り心地が良くなった！
・安全装置がついて更に安心！
　アリーナ佐倉王子台
　金子店長

40年以上継承してきたジムニーのメカニズム
を磨き上げた「新型ラダーフレーム」、史上最
強のジムニーの悪路走破性能だからいける場
所もあります！! 本格４ＷＤの真価を、ぜひご試
乗で体感ください。
　アリーナ柏　国田店長

・温故知新！ジムニーの「本格的オフローダー」へのイメージ回帰を図
りながら最新技術も盛り沢山！です。

・ロングノーズ化で視認性も格段にアップ！くるまの
大きさが判別しやすい型です。

・足回りはしなやかで上品な仕上がり、街乗りも超快
適にこなします！

　アリーナ美浜　砂山店長

20年ぶりのフルモデルチェンジで、伝
統のラダーフレームの採用。本格４ＷＤ
としての走行性能にさらに磨きをかけ
ました。スズキセーフティサポートなど
安全機能も搭載！
　アリーナ若葉  菅澤店長

・20年ぶりのフルモデルチェンジで重
　厚感のある見た目がかっこいい！
・道なき道を走破できるパートタイム　
　4WDでどこまででも行きたくなる。
　アリーナ習志野
　奥野店長

マジャールスズキ 2017年ハンガリー国内乗用車部門 Ｎo.1
ハンガリーのお土産ベスト5

～フード編～

〇マジャールスズキとは？
スズキ株式会社の子会社としてハンガリーに1991年に設立されまし
た。マジャールスズキは欧州の自動車生産だけでなく、ハンガリー経済
において重要な役割を果たしており、国のトップ企業の一つとして国民
経済の発展に多大な貢献を行なっています。
2016年には、総額28億フォリントの工場近代化に向けての投資を行
い、スズキグループ内でも高度ロボット化の分野で最先端の工場となり
ました。

〇ハンガリーでのスズキの評価
2017年にはハンガリー市場シェア13.04％に拡大し、ハンガリー国内
乗用車部門でトップの座を確保しました。スズキは、ハンガリー国内で
最も人気のある自動車ブランドです。その中でも特に大きな成功を
誇るのがビターラであり、自動車モデル中、最も売れたモデルとなり
ました。

〇ビターラとは
ハンガリーで生産され、日本に輸入
している『エスクード』の事です。
ハンガリーでは『ビターラ』という
名で販売されています。

　　アカシア蜂蜜
ハンガリー産の蜂蜜は日本のものよりも濃厚で強い甘みが特徴です。ほんの
りと花の香りがする上品な味なので、日本人の口にも合ってお土産として渡し
ても喜ばれます。 

　　ハンガリーパプリカ 
ハンガリーの一般家庭には必ず常備されているパプリカの調味料。甘酸っぱ
い独特の香りと苦みがある調味料です。市場やスーパーに行けば、たくさんの
パプリカ調味料があるのでお気に入りを探すこともできます。辛さが様々あ
るので、辛い(csípős)か甘い(édes)か表記には注意してくださいね。 

　　トゥーロー・ルディ 
低コストでいろんな人に配りやすいお土産がハンガリーの国民的お菓子
「トゥーロー・ルディ」です。甘酸っぱいカッテージチーズをココアクリームで
コーティングしたバー状のお菓子です。甘いのに後味がサッパリしています。
トゥーロー・ルディは1本100円以下、デパートやスーパーマーケットで購入す
ることができますよ。 

　　ハーブティー
料理にハーブがよく使われるハンガリーでは、ハーブティーも家庭でよく飲ま
れています。スーパーにも、ハンガリー産の茶葉がたくさん売られています。
軽いので持ち運びもしやすく、日持ちもするので大人買いしてもいいですね。
ミントやカモミール、ローズヒップなどいろいろな種類があります。

　　トカイワイン
ワイン通が絶賛する世界最古の貴腐ワイン、トカイワイン。フランスのソーテ
ルヌ、ドイツのトロッケンべーレンアウスレーゼとともに世界三大貴腐ワイン
とされています。甘口で、香りが高く、味が濃厚で、色は黄金色に輝き、白ワイ
ンの最高級にランクしてます。これはトカイ・アスーとよばれています。


