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平成31年2月7日 発行

368,000円本体価格 

フルーツランドとけ
エーアト・ベーレ

館山いちご狩り
センター

渡邉いちご園

相葉苺園

磯山観光いちご園

磯山観光いちご園
　　　　  アイベリー
営業時間：９時～16時
　　 （1月4日～5月中旬）
香取郡東庄町笹川い4539　
料金：小学生以上1800円
　 　3歳以上1500円
　　（2月～2月28日まで）
※料金は時期によって異なります
Ｐ：無料　休：不定休

フルーツランドとけ
エーアト・ベーレ
　　　　  星の煌めき
営業時間：９時～
なくなり次第終了
（午前中になくなる場合多し）（1月上旬～5月下旬）
千葉市緑区大高町26-34
料金：小学生以上1800円以上、4～6歳1600円、
　 　 2～3歳600円（～2月28日）
※3月1日～値下げ
Ｐ：無料　休：不定休（月曜休み多し）

渡邉いちご園
　　　　  やよい姫
営業時間：10時～15時
　　（なくなり次第終了）
　　（12月中旬～5月下旬）
君津市大井1
料金：4歳以上1700円（～3月31日）
2.3歳600円（4月1日以降値下げ）
Ｐ：無料　休：火曜・不定休

相葉苺園
　　　　  6～８品種食べ比べ
営業時間：（土日祝）9時30分～
　　　　  （平日）10時～（12月中旬～5月中旬）
山武市湯坂344
料金：小学生以上1700円
　　  未就学児1300円
　　  3歳以下500円
　　 （1月5日～3月24日）
※料金は時期によって異なります
Ｐ：無料　休：不定休

館山いちご狩りセンター
　　　　  紅ほっぺ
営業時間：9時～15時（1月2日～5月6日）
館山市山本257-3
料金：6歳以上1600円
　 　3歳～5歳1400円
　　 （1月15日～4月7日）
※料金は時期によって
　異なります
Ｐ：無料　休：無休

Fan's46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！

Fan’s委員会

千葉　　　いちご狩り!!千葉　　　いちご狩り!!

20192019
号号46

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

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

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。

スズキ車で行く

おすすめの

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

チャイルドシートの取付方法、
見直してみませんか？

＊ISOFIXという取付方法をご存じですか？＊

取付け位置は、安全面から「運転席後ろ」と「助手席後ろ」が
推奨されています。
「助手席」はエアバッグ装備車の場合、作動した際にチャイ
ルドシートに当たり、子どもがけがをしてしまう可能性が
あるため注意が必要です。
後ろ向きでの装着は安全を確保できないためやめま
しょう。
やむを得ずチャイルドシートを前向きで装着する場合は、
座席を１番後ろまで下げて取り付けてください。
注：輸入車の中にはエアバッグ作動をスイッチで停止できる
車種もあります。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取付方法が正しくないと、どんなに安全なチャイルドシート
であっても、大切な家族を危険にさらしてしまう可能性があ
ります！！ しっかり確認して安全に取り付け、楽しいカーラ
イフを楽しみましょう♪

＊正しく取付けできていますか？＊
JAFと警察庁が実施している「チャイルドシート使用状況全
国調査」によると、６割近くの方が間違った取付方法をしてい
るという結果が出ています。

当社

オリジナ
ル

小さなお子様がいらっしゃるご家族にとって必須なのが
チャイルドシート！ 一度取り付けてしまうとなかなか動かすこ
とはありません…  この機会に一度、見直してみませんか？
チャイルドシートは大まかに分けて、３種類あります。
「ベビーシート」　首のすわっていない乳児を寝かせるため、
原則後ろ向きに使用します
「チャイルドシート」　１歳～４歳頃まで使用可能で、前向きや
前後兼用タイプがあります
「ジュニアシート」　４歳～１０歳頃まで使用可能で、お尻の下
に敷き、座高を上げることで３点式シートベルトをそのまま使
用します

座席にこのようなマークがあり、「なんだ
ろう？」と思ったことはありませんか？
ISOFIXとは…？
一般的なシートベルトを使用して取り

付ける方法とは異なり、車の座席にある専用の取付機具
（アンカー）に、チャイルドシートのコネクターを連結させ
て固定する取付方法のことです。このマークを確認した
ら、ISOFIX対応チャイルドシートを使用可能ですのでご
確認ください♪

千葉県地名クイズ
千葉県の地名！読めますか? ※答えは、中面プレゼント当選者の下に記載。

① 生谷  ② 玉前 千葉スズキ全店舗に
漫画をご用意いたしました！

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^^

おすすめ

おすすめ
おすすめ

おすすめ

おすすめ

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



●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31年3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。

□ ドライブポケット
□ スズキ純正 エアコンフィルター
□ 三角停止表示板
□ 東京「銀座千疋屋」ストレートジュース６本入

………………………………… 5名様
…………………… 5名様

………………………………… 7名様
…………10名様

ご当選

おめでと
う

ございま
す

Fan’s 45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。

ワンタッチ
サンドーム
鶴見　　昇 様
永島　なつみ 様
神田　江里子 様

ハンガリー
アカシアはちみつ
新原　　勲 様
伊藤　麻希子 様
五十嵐　誠 様
森岡　健一 様
伊藤　　司 様
野澤　美紀 様
植草　源吾 様
土屋　里絵子 様
小野　　明 様
岡野　直幸 様

ハンガリー
ワインセット
冨田　幸弘 様
丸　　一登 様
島津　加代子 様　
白川　留唯 様
浦田　邦男 様
岩館　真智子 様
根本　恵子 様
石﨑　　進 様
山口　秀一 様
八木　　隆 様

ソープセット
西川　みゆき 様
伊原　秀子 様
武江　房子 様
佐藤　典子 様
矢口　米雄 様

トートバック
高岡　正珠 様
吉野　貴之 様

Chiba
Suzuki
Point Card

お客様のための千葉スズキコンシェルジュ

JAFのロードサービスは、「人」にかかるのが最
大の特徴。例えば、友人の車、会社の車、レンタ
カーでもサービスを受けることができます。しか
も、運転していなくても同乗していればOK。

クルーズコントロールの機能は好みの速度を設定すると、ア
クセルペダルから足を離しても、設定速度で走行ができま
す！！（４０～１００キロの間）
従来のクルーズコントロール（ＣＣ）は車間距離を一定に保つ
には、ブレーキを踏む操作が必要でした。
アダプティブクルーズコントロール（ＡＣＣ）は、ミリ波レーダ
ーと単眼カメラが前の車との距離や速度を測定し、設定した
車速に自動的に加減速し車間距離を保ってくれます。ブレー
キの操作なしで、前の車に追従してくれるので、とても便利
な機能です☆
～ スズキ車対応車種 ～
 ・ソリオ
 ・ソリオバンディッド
 ・スイフト
 ・スイフトスポーツ
 ・エスクード
 ・バレーノ

Fan’s 46号 プレゼント応募券

合計27名様
にプレゼント

！！

Fan’s 46号 スペシャル
プレゼント!!
Fan’s 46号 スペシャル
プレゼント!!

アダプティブクルーズコントロール（ACC）って何?

って入ったほうがいいの?
JAFのメリットと自動車保険のちがい

保険は「車」にかかるもの
JAFは「人」にかかるもの

自動車保険付帯のロードサービスは、整備工場
など事業者に委託されていることが多いのに対
し、JAFは訓練された専任のロードサービス隊
員が24時間体制でサービスを提供します。

万全で品質の高い
ロードサービス

入会金1,500円※＋年会費4,000円＝合計5,500円

※旅客として乗車している場合は除外します。 ※法人会員は車両を限定します。
（その車両であれば運転者がどなたであっても会員扱いとなります。）

※1 制限内容は各社によって異なります。
※2 作業内容によっては有料となる場合があります。

※入会時同時自動振替の場合

1

2

JAFは事故・故障以外でも、保険ではカバーし
きれない事の多い「パンクの応急修理」「雪道で
のスタック」「タイヤチェーンの着脱」「側溝への
車輪の落ち込み」なども対応が可能です。

幅広い
ロードサービス

保険付帯のロードサービスは、通常、年間利用
回数に制限※1がありますが、JAFのロードサー
ビスは、会員なら何度使っても原則無料※2で安
心です。

JAFのロードサービスは
利用回数の制限なし

3

JAF会員証提示やクーポン利用で、ガソリンス
タンド、飲食店、ショッピングなど様々なジャン
ルの優待施設がお得に利用できます。うまく利
用すると、年会費（4,000円）のモトがとれちゃ
うかも…!?

全国48,000ヵ所以上の
優待施設！5

4

●JAFに個人名義で入会される方が対象です。 ●車両番号の届け出は不要です。 ●有効期限は入会時点から1年後の同月末日までとなります。（複
数年一括申込みの場合を除きます。） ●ロードサービスは会員証を携帯していればどの車でも対応します。（ロードサービス対象車種に限ります。
ただし会員が旅客として乗車している車両を除きます。）

個人会員

すたみな太郎
ソフトドリンク
無料

お得なクーポン
プレゼント

1,300円

全国のイオンシネマで
使える映画鑑賞券
通常窓口1,800円を

会員のみ
会員本人含む
4名まで

お1人様1日1回
会員のみ

イオンシネマ 三井アウトレットパーク

☆ドライブポケット

7名様7名様

☆三角停止
　表示板

☆スズキ純正
  エアコンフィルター

昼
夜
を
問
わ
ず
優
れ
た
被
視
認
性
。

必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
す
。

高除塵／抗菌・防カビ／脱臭
車内環境を快適に！！ 10名様10名様

☆東京「銀座千疋屋」
　ストレートジュース６本入

5名様5名様

持ち運びに便利な
折り畳み機能付き

5名様5名様

裏面の地名クイズの答え→①おぶかい、②たまさき

～ 設定車間距離 ～
３段階（短・中・長）で設定が可能
先行車がいないときは、あらかじめ設定した
速度での走行をキープします
長距離の運転や高速道路を走行する時は、
ぜひ使ってみてくださいヽ (^o^)丿♪

鈑金・塗装の鉄人 株式会社 BRC千葉
お客様満足度　98.2％!!
2014年に工場が大きくなり、さらに稼働率のアップした
BRC千葉を覗いてきました♪
BRC千葉とは…？
スズキ系ディーラーの内製・提携工場として平成6年に創業。
高品質のサービスを提供する鈑金塗装会社です。

事務所内受付
入口を入ってすぐ右手に
接客スペースがあります。
実際に相談に来られた方
とお話しできます。

塗装ブース ２台分の塗装ブースがあります。

ちょうど右側のブースで
塗装作業をされていたので
見学させていただきました！

塗料保管庫
調色には１００種類近
い塗料が必要でとても
きれいに並んでいまし
た。調整や塗料の作成
をしながら実際に使用
する色を作っていく大
切な場所です。環境に
優しい塗料を採用して
います！

エアスプレーガンもきれ
いにメンテナンスされて
並んでいます。

工場内部
とてもきれいな作業
場です！大切な車を
お預かりするため
「整理整頓清潔な職
場」を維持していき
たいとおっしゃって
いました。

BRC 千葉では、鈑金修理のプロ集団として
お客様の立場に立って「本当に修理が必要
な部分」を見極め、対応しています。多くの
お客様が厚い信頼を寄せており、受注の多
くは口コミでのご紹介だそうです。キズ、凹
みの修理からカーエステまで、お悩みの方
はぜひ一度 BRC千葉へご相談ください♪

千葉スズキ販売で発行
しているポイントカー
ド！ 鈑金でご入庫いた

だいた場合も使用できますので、お気
軽にスタッフまでお問合せください。

住所／〒261-0002 千葉市美浜区新港171-2
電話／043-204-4466  FAX：043-204-4477
営業時間／10：00 ～17：30   定休日／日曜・祝日
HP／http://brc-chiba.co.jp/

団地東バス停

自動車団地
西側 千葉スズキ

京葉線

●
ロイヤル
ホームセンター

●勝又自動車学校

→至千葉みなと駅←至稲毛海岸駅

↓至稲毛海浜公園

★BRC千葉

Chiba
Suzuki
Point Card


