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皆様にご愛顧頂きFan’s４７号も無事に発行と
なりました。ありがとうございます。 
夏にぴったりのそうめんレシピを掲載してみました！
プレゼント賞品にもなっているのでたくさんの
ご応募お待ちしております。

Fan’s委員会より

弊社製品のリコール等について、ご愛用の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます。
対象となるお客様には、お知らせのダイレクトメール、またはスズキ製品販売店等からご案内させていただき
ますが、お早めに最寄りの千葉スズキ販売株式会社へご連絡いただき、修理（無料）をお受けいただきます
ようお願い申し上げます。

ご愛用者様の
リコールに関する
お詫びとご案内

編 集 後 記

２段ベットセット  198,720円 ベッドクッション 34,560円／１セット

カータープ
38,880円

バックドアネット
18,360円

カーテン＆タープキット 29,700円

４人が横になって足を
伸ばせます♪車中泊な
どのレジャーはもちろ
ん、自然災害などの緊

急時にも役立つのでオススメです！！
使わない時はコンパクトに折りたたんで、
荷室に収納することが可能です！車中泊
用のたくさんの荷物も積みこんで移動す
ることができます☆

エブリイに乗ってキャンプへ行こう!!エブリイに乗ってキャンプへ行こう!!
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号号47

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

柏
最新中古車情報

若葉 美浜

※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。

～車中泊OK♪ おすすめキャンプ場～～車中泊OK♪ おすすめキャンプ場～

☆エブリイ オススメの純正オプション☆

アリーナ
佐倉王子

台 ２周
年記念祭

一番星ヴィレッジ　市原オートキャンプ場
千葉県市原市葉木176-1　期間：10月14日まで
℡：080-3449-2759　http://star-village.jp/

イレブンオートキャンプパーク
千葉県君津市栗坪300　期間：通年
℡：0439-27-2711　https://www.eleven-camp.com/

簡単ビビンそうめん☆
材料 （2人分）
そうめん2人前(200gくらい)
ゆで卵or温泉卵お好み(なくてもok)
きゅうりお好み
キムチお好み
トマトお好み
■ ☆タレ☆
☆コチュジャン 大さじ2
☆砂糖大さじ1
☆しょうゆ大さじ1と1/2
☆酒大さじ1
☆お酢大さじ1と1/2
☆はちみつ 小さじ2
☆白いりごまor白すりごま大さじ2
ごま油(追記) お好み、少々

今の保険で大丈夫?
任意保険見直無料診断!!
愛車を守る
EXコート1,000円施工!!
プロの洗車がワンコインで
洗車500円サービス!!

感謝を込めて
たこ焼きでおもてなし!!
ご来店いただいた方に
花ポッドプレゼント!!
お子様限定 サイコロの数だけ
うまい棒プレゼント!!

MSF19MSF19
8/3sat.・4sun.

美浜サマーフェスタ19美浜サマーフェスタ19

たこ焼き

ヨーヨー釣り

スーパーボールすくい

アリーナ
美浜 サマ

ーフェス
タ開催決

定

令和もや
ります。

ご家族
みなさ

んで、

  ご来店
くださ

い!!

多くのお客様がご来店下さいました。
たこ焼きがとても好評でした。
来店されたほとんどのお客様が
洗車orＥＸコートを施工されました。
大変盛り上がり
盛大なイベントとなりました。

ACCESSORIES

EVERY

レーダー
ブレーキ

体験会

飲み物もあ
るよ!

夏だ！海だ！スズキ
だ！

1 タレの材料☆を混ぜておく。コチュジャンで辛味を調節して下さい。
2 きゅうりは細切りにし、塩少々揉みこんでしばらくおき、ぎゅっと絞る。
　細切りにしただけでもok!お好みです。写真は絞ってます
3 トマトは食べやすい大きさに。 卵はゆで卵の場合は食べやすく切る。
4 そうめんを茹でてザルにあげたら流水で冷し、
　水をよく切ったら混ぜておいたタレと絡める。
5 お皿に盛り、トマト、きゅうり、キムチ、卵を盛り付けて出来上がり☆

アリーナ柏の
斉田が作って
みました



スズキ車オーナーの

お店訪問

〒271-0019
千葉県松戸市金ケ作408-380
 TEL 047-710-8000（予約）

〒271-0019
千葉県松戸市本町21-15
 TEL 047-712-2315（予約）

旬の串
料理

旨い肴

旨いお
酒
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★
●京葉銀行

西口駅前交番●

松戸駅

★

〒277-0852
千葉県柏市旭町１-７-１１ 神田ビル１階
 TEL 04-7137-7751

常磐線

西口
南口

●
柏
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

柏駅

★

免許不要
運転免許は必要ありません。

手軽に操作
電源スイッチを入にした状態で
アクセルレバーを操作すれば
進み、放せば止まります。

電気で動きます
セニアカーは電気で動きます。
走行音は静かで排気ガスは出
ません。

消費税はかかりません
セニアカーは非課税で
消費税はかかりません。

歩道を通行できます
セニアカーは道路交通法では
歩行者として扱われます。

●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

●Fan’s紙面に掲載してほしいコーナー等

●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】   令和元年7月31日まで（当日消印有効）※野球観戦チケットご希望の方のみ7月20日応募締切
【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。

※観戦チケットご希望の方のみ7月20日応募締切

□ セルスター ドライブレコーダー
□ 千葉ロッテマリーンズ 観戦チケット ５組様（内野指定席  ２名様チケット）

□ そうめん
□ 選べる47都道府県 グルメカタログ
□ 串揚げ 乙姫様／舞姫様／織姫様共通 お食事券2,000円分

………………… 1名様
…5組10名様

……………………………………………… 3名様
………………………12名様

……10名様

Fan’s 46号プレゼント当選者
ご当選おめでとうございます。
多数のご応募ありがとうございました。

ドライブポケット
町田　 幸文　様
福井　 秀子　様
佐久間 由佳　様
坂田　 建人　様
深山　 　進　様

　　　  三角停止表示板
大坪　義尚　様
木村あゆみ　様
奥津　友子　様
亀﨑　宏一　様

澤村　哲司　様
渡辺　直久　様
西山　実里　様

エアフィルター
鎌田　浩樹　様
田島　久子　様
木原　　清　様
内海　道治　様
海老原靖之　様

　　　　千疋屋ジュース
三星久美子　様
川久保佳奈　様
髙橋　リサ　様
阿南　志織　様
清水　　悟　様

田中健太郎　様
吉橋　充宏　様
北澤圭一朗　様
土屋　啓子　様
渡邉　文彦　様

Fan’s 47号 プレゼント応募券
☆セルスター
   ドライブレコーダー

☆そうめん

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

HP HP HP HP HP

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

当社

オリジナ
ル

今現在ドライブレコーダー搭載率は３０％以上となり約３人に
１人が搭載している現状になります。ドライブレコーダーで迷
われているお客様は是非このセルスターのドライブレコーダー
をお付けください！！

本体価格 35,640円（税込）
工賃　　 16,200円（税込）

ドライブレコーダー（セルスター）今おすすめ

夜でもクッキリ!!

前方・後方同時に録画!!

※取付工賃は別途必要となります。

２台のカメラで前方・後方を
同時に録画できるドライブレ
コーダーとなっています。最
近ニュースでも話題になって
いる危険な“あおり運転”対
策に最適！
セルスターのドライブレコー
ダーはＧＰＳお知らせ機能が
付いておりドライブ中の危険
なエリアを、警告音と画面表
示で事前にお知らせします。
ナイトビジョンｖer.２も採用
しており夜間・トンネル内な

ど光量の少ない場所でも、
鮮明な映像を記録出来ます。
他にも安全運転支援機能も
付いており前車発車警告・車
間距離保持警告・車線逸脱
警告といった色々な危険な
場面で警告音と専用アイコン
が画面上に映り運転のサポ
ートをしてくれます。

Fan’s 47号
 スペシャル
プレゼント!!

Fan’s 47号
 スペシャル
プレゼント!!

合計36名様にプレゼント！！

1名様1名様

☆選べる
　47都道府県
  グルメ
　カタログ

12名様12名様

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。

Chiba
Suzuki
Point Card

担当営業

こんにちは！
Ｆan‘s担当の田中です！！！
今回、セニアカーに試乗して
みました！！！操作は簡単で
年配の方も使いやすいと感
じました◎
スピードも最高時速6キロで
乗るとそこまでゆっくりでは
ないので買い物に行くのも
便利だと思います♪

セニアカーに乗ってどこに
行こうかな？と考えるのが楽
しくなるだろうなと思いまし
た！！！
セニアカーがあったらいつ
もの日々の生活がさらに楽
しくなるようなそん
な乗り物です☆

5組10名様5組10名様

3名様3名様

体 験 記

お取り扱い店舗：アリーナ美浜店  043－242－2151　担当：浅倉

免許返納された方におすすめ！！！

24万円

中古車 試乗車
お
試
し
運
転
で
き
ま
す
!! 10名様10名様

☆串揚げ 乙姫様／舞姫様／織姫様
  お食事券2,000円分

まつのいデイサービス

①8月1日㈭（18：15試合開始）
　vs.オリックス 戦
②8月6日㈫（18：15試合開始）
　vs.ソフトバンク 戦
③8月10日㈯（17：00試合開始）
　vs.西武 戦
④8月21日㈬（18：15試合開始）
　vs.楽天 戦
⑤9月3日㈫（18：15試合開始）
　vs.日ハム 戦

全球団との対戦をご用意しました!!
① 8月 1日㈭ vs.オリックス 戦
② 8月 6日㈫ vs.ソフトバンク 戦
③ 8月 10日㈯ vs.西武 戦

④ 8月 21日㈬ vs.楽天 戦
⑤ 9月 3日㈫ vs.日ハム 戦
※ご希望の観戦日の番号に◯をつけてください。

☆千葉ロッテマリーンズ
 　観戦チケット
   ５組様（内野指定席
　２名様チケット）

新店舗

NEW
オープン

今回は株式会社ライフェース
様を取材させて頂きました。
接骨院４店舗・デイサービス３
店舗・お食事処の居酒屋を3
店舗、地域密着で経営されて
おり、スズキ車も弊社から５
台購入頂いております。
　松戸市五香駅から歩いて行
ける居酒屋の「乙姫」を特集さ
せて頂きました。
　総料理長の實島様を中心
に、地元のお客様に愛される
アットホームなお店を体感して
きました。
　お客様からも支持される、
おすすめ料理は「ジンギスカ
ン」「串揚げ」「焼き鳥」「おで
ん」との事でした。
　實島様が｢都内で15年和食
を修業された経験｣が、ぎっし

り詰まった非常に美味しいお
料理を、私も取材時にごちそ
うになりました。
　お客様は、地元の方が多く
40代を中心の楽しくカラオケ
も出来るお店です。

　新しく来店されるお客様も
多く、すぐに打ち解けられる
雰囲気も最高でした。

　また、下記記載の新店舗が
７月１０日に柏駅西口に新規
オープンします。新規スタッ
フを募集されており、楽しい
雰囲気でお仕事をお探しの
方は、ぜひ電話してみてくだ
さい・・・。

　ファンズスペシャルプレゼ
ントは、下記3店舗でご利用
できるお食事券です。ぜひ最
高の楽しい一時をご堪能くだ
さい。

tanaka
ノート注釈


