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号49 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。

事故・キズ・ヘコミ直します！ 鈑金・塗装の鉄人
043-204-4466 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港１７１－２
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千葉

ディーラー直営

ソリオ親子3代
（台）乗り比

べ!!

サポカー補助金延長!サポカー補助金延長!
65歳以上の方にうれしいお知らせ

自粛ムードの状況下の中でＦＡＮ'Ｓ49号が無事

発行出来たのも皆様のお陰だと感謝しております。

今後もＦＡＮ'Ｓを通して皆様とのご縁を広げたい

と思っておりますので宜しくお願いします。

編 集 後 記

全店舗各テーブルにクレベリンを設置しました。

あなたのおクルマ、こんな症状ありませんか？

もしかしたら・・・・
バッテリーが弱ってきているのかも!?

① エンジンのかかりが悪い
②セルの回り方が鈍い気がする
③ 停車時、ヘッドライトがいつもより暗く感じる

バッテリーは大きな充電できる乾電池のようなものです。
バッテリーは寒いと性能が落ち、冬は電力使用量が多いうえ、
充電効率も下がるというダブルパンチ!
バッテリーは消耗品です。
3～4年を目安に新しいものに交換しましょう。

こんな方にオススメします！こんな方にオススメします！

愛車の車室内、シートも除菌！
さらにタバコやペットのニオイも消臭!
専用機器を使ってプロの整備士が施工します。

ウイルス・菌・悪臭成分を
分子レベルで除去!!
ウイルス・菌・悪臭成分を
分子レベルで除去!!

カートリッジ1本：1,320円
施工費：1,430円
合計2,750円（税込）
※ランディの場合：4,070円

・ご家族をお乗せになる方
・小さなお子様がいらっしゃる方
・日常的にクルマを利用される方
・洗えない車室内、シートのリフレッシュに
・車内のニオイが気になる方
・ペットをお乗せになる方

千葉スズキ全店舗の各テーブルに
クレベリンを設置しました。

国土交通省・経済産業省によるサポカー補助金の予算が、令
和３年度まで繰り越されることが決定しました。
これにより、当初は2021年3月末で打ち切られる予定となっ
ていたサポカー補助金が受けられる期間も延長されます。
ただし、年度の途中で補助金交付申請額が予算額を超過する
ことが明らかになった場合は、申請受付が終了します。

令和３年４月１日以降に対象車両の登
録等や対象装置の設置がされたもの
については、令和３年度中に満６５歳を
迎える方も対象となる予定です。この
チャンスにスズキのサポカーをご検討
いただければ幸いです。

ク ル マ の ひ み つ

1つ前のソリオ 2つ前のソリオ

大きくなって、荷室も室内もひろびろ 全長を80mm※、全幅を20mm拡大して、荷室ももっと広くなりました。

こんなに積んでも…後席の足元は余裕！ 後席シートのスライドや
前倒しが荷室側からカンタンに！

※ソリオバンディットは70mm拡大

NEW
予約ロック機能
スライドドアが閉まり切るのを
待たずにロック操作が可能

スライドドアがもっと便利に

安心もGOOD！
アダプティブクルーズコントロールに
全車速追従機能を追加

 さらに進化した
「スズキセーフティサポート」を搭載!

ロングドライブをサポート

＜アダプティブクルーズコントロール［全車速追従機能付］について＞■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に
安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■詳しくはスタッフにお問い合わせください。

停止までの全車速域で、先行車に自動追従。
とくに高速道路での長距離運転や混雑時などにおいて
運転操作の負担を軽減します。

見晴らしのいい視界と見やすいメーター
9インチのHD大画面ナビ

運転しやすい

スマートフォンとの連携や平均燃費などの車両情報を表示する
機能を搭載した見やすく使いやすいメモリーナビゲーション。
ドライブがもっと楽しく安心になります。

広視野角で運転席からも
助手席からも見やすく
操作しやすい
大画面&高精細の
9インチHDディスプレイ

NEW

NEW

荷室の奥行きも
広がり、たっぷり
積めます！

たっぷり積めます！

振動も少なく
快適で力強く
　走ります！

新型ソリオの
静粛性の高さは
1クラス上！

軽自動車（アイドリングストップ付き）
￥11,000税別　工賃￥1,000税別
小型自動車（アイドリングストップ付き）
￥23,200税別　工賃￥1,000税別
所要時間1時間未満
※詳しくは、千葉スズキ営業担当にお問い合わせください。

バッテリー交換
突然エンジンがかからなくなる前に・・・

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

新型ソリオ・ソリオバンディットが
静かで快適、大きくなって新登場!!

静
か快

適

新型ソリオ



●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。

→
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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41ｰ12
　　　　　　　　　　　　　　  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3年3月15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。

□ 波奈 お届け料理ぐるめ券（10,000円分）
□ ジムニーオリジナル マスク&ウォームセット
□ ジムニーオリジナル 高機能リュックサック
□ ジムニーオリジナル ホーローマグカップセット

…………… 3名様
…… 10名様

………… 5名様
…… 5名様

Fan’s 48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。

　　　　立体三層マスク
岩佐　 雄治 様
佐々木 元作 様
大坂　 　忍 様

黒田 みどり 様
杉澤　 菜摘 様
片貝　 正義 様

吉岡　 浩実 様
若塚 よし江 様
茂木　 早苗 様
鈴木　 圭太 様

カテキンフィルター
神崎 友理子 様
黒川　 結菜 様

ＵＶカット手袋
伊藤　 直哉 様
渡邉　 守江 様 

ラーフエイド施工
 森　 綾香  様 

Fan’s 49号 プレゼント応募券合計23名様にプレゼント！！

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。

担当営業

ジムニーオリジナルの
マスクと防寒用ニットキャップ、
イヤーウォーマー、マフラーのセットです。

ターポリン素材で
水濡れに強く、
底部は拡張可能。

縦45×幅33×
奥行16cm

直径9×高さ7cm

Fan’s 49号
スペシャル
プレゼント!!

Fan’s 49号
スペシャル
プレゼント!!

☆波奈
お届け料理ぐるめ券

　 10,000円分

☆ジムニーオリジナル
　マスク&ウォームセット

☆ジムニーオリジナル
　高機能リュックサック

☆ジムニーオリジナル
　ホーローマグカップセット

10名様10名様

3名様3名様

5名様5名様

5名様5名様

私たちは、お客様とのご縁を大切にしたいと思っております

セニアカー試乗会開催!!

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）1,000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 6,000円、660cc以下 4,500円となります。（すべて税抜き価格）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スペーシア HYBRID G
車中泊仕様車ホワイト2トーンルーフ仕様車
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 クロスビー HYBRID MZ ランディ 2.0X

当社

オリジナ
ル

試乗をご希望の方は、お気軽にご連絡下さい。

ご家族、ご友人、会社の方など
お車（新車・中古車）のご購入を検討されているお知り合いの方がいらっしゃれば、

ぜひ、この機会にご紹介ください。
ご紹介いただいたお客様には、御礼として

10,000円の商品券を
プレゼント!!
させていただきます。

柏美浜 若葉 佐倉王子台特選中古車は
右記QRコードを
読み取って
ご覧ください!! ※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。

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

　今回は波奈グループ様の【波奈お届け料理】をご紹介させていただきます。
　創業53年、千葉県を中心に展開する地元で長年愛されているグループです。
　そんな波奈グループの味・量・価格の三拍子そろっ
た老舗の味がご自宅でいただけます。
　先日千葉スズキの社内表彰式が各店舗から
ZOOMを利用し、リモート開催されました。アリー
ナ佐倉では波奈お届け料理の『あったか牛ステーキ弁当』をデリバリーしました。
加熱式の容器なので、自分のタイミングで熱々が食べられます！お肉も柔らかく、
量や質のバランス・見た目もとても華やかでした。お店の味を外出せずに楽しむ
ことができ、幸せでとても贅沢な時間を過ごせました。その他にも内容豊かなお
弁当やオードブルが揃っているのでまた利用したいです。

　波奈グループの店舗も素敵なお店が沢山ござ
います。右記ホームページを是非ご覧ください。
千葉市内は10,000円以上のご注文で無料配送
をして戴けます。今回FAN'S49号プレゼントで
波奈お届け料理のお食事券をご準備致しました！
どしどしご応募ください。

●波奈お届け料理サイト
https://www.hana-otodoke.com/obento/
●波奈グループ店舗サイト
http://www.hana-group.co.jp/store

【電話】043-291-5523（年中無休 9：00～18：00）

ボリューム満点の
あったか牛ステーキ弁当

全店舗
対象

最新中古車
常時

120台以上
掲載!

ふ
だ
ん
の

お
買
い
物
に
！

お
散
歩
に
も
！


