
ご来店のお子様に楽しいおもちゃを準備
しております。ご家族でのご来店もお待ち
しております。

令和4年2月1日 発行

2022
号51 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。

千葉スズキ販売は2023年に70周年を迎えます。これもひとえに
ユーザー様と地域の皆様のおかげです。大変感謝申し上げます。
今後も皆様とのご縁を大切に地域に貢献できる企業でありたいと思っ
ておりますので何卒宜しくお願い致します。

編 集 後 記

について学ぼう!

燃費・安心性能は？ 使い
やすさは？

お車を卒業したら
お
買
い
物
に！

お
散
歩
に！

軽自動車、普通車の下取りもいたします。

免許
不要 （消費税はかかりません）

ご購入の際は

368,000円本体価格

電気で動く！

おかげさまで千葉スズキ販売は
2023年に70周年を迎えます。

今回は警告灯についてお話しいたします。警告灯には3種類
の色があり信号機と同様、青色は危険度なし・黄色は注意・
赤色は危険と認識されています。赤色警告灯は走行を止め
てすぐに連絡・黄色警告灯も一度ご連絡いただけると安心
です。また今回スズキコネクト記事でも警告灯サービスに
ついてご紹介があるので是非ご覧ください。

警 告 灯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

フルモデルチェンジに
合わせて12年ぶりに

ロゴデザインが新し
くなりました。

マイルドハイブリッド
搭載

HYBRID X、HYBRID
 Sには、マイルドハイ

ブリッドを搭載！

減速時のエネルギー
を利用して発電し、専

用バッテリーに充電。

加速時には、その電力
を用いてモーターでエ

ンジンをアシストし、

燃費消費を抑制しま
す。

6つのエアバッグ

７インチディスプレイ
オーディオ

メーカーオプションの
ディスプレイオーディ

オ

を設定すれば、スマ
ートフォンとの連携

や

ラジオ、全方位モニ
ター（HYBRID X）

や

バックアイカメラ（HY
BRID S、L、A）表示に

も対応しており、ドラ
イブの楽しさや安心

感

を高めます。

時代に左右されない
ベーシックなデザインへ
生まれ変わりました！

旧型は
スタイリッシュな
デザイン

新型 旧型

7年ぶりにフルモデル
チェンジしました！！

新旧アルト徹底比較!!

旧型アルトの運転席
・助手席

SR Sエアバッグに
加えて、

フロントシートSRSサ
イドエアバッグとSR

Sカーテンエアバッグ

を追加した6つのSR
Sエアバッグを標準

装備。

みなさんワゴンＲスマイルはご存知ですか？？
2021年９月に発売したスズキの軽

ワゴン車！！スライドドアを採用しており
利便性にも優れ、特に一押しポイント
は、丸目のヘッドライトがあたたかさを
醸し出しているフロントフェイスです！！

可愛らしさもありつつ、上質感のある
グリルになっています。内装のデザイン
もオシャレなインパネとなっていて心が
くすぐられます。

狭い道を低速で走行中、自動でモ
ニターに「サイド（左側）＋フロント映
像」を表示してくれます。

またスズキ初の新機能としてすれ違
い支援機能を搭載しております。※１
（全方位モニター用カメラパッケージ
装着車または全方位モニター付メモ
リーナビゲーション装着車に搭載。）

まだまだ魅力は沢山あります！！当社
スタッフが作成したYouTubeでもワゴ
ンＲスマイルの魅力について熱く語って
いますので是非ご覧ください。

すれ違い支援機能※１

クルマを真上から見たような映像な
どを映し出してくれます。

全方位モニター用カメラ

狭い道も
安心です。

かわいい！

こちらの →
2次元バーコードから
ご覧いただけます。

ワゴンR スマイル

駐車も
ラクラク！

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

BRC
千葉

ディーラー直営



□ 石井礼子先生作 百年使えるエンドレスカレンダー「今を大切に生きる」
□ 石井礼子先生作 ポストカードセット
□ ワゴンＲスマイル デコステッカー（ 　　）
□ ハンガリー アカシアはちみつセット

… 20名様
……………… 20名様

……… 3名様
…………… 3名様

●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。

※ステッカーの番号

●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4年2月末日まで（当日消印有効）
【当選発表】   当選は担当営業より3月中にご連絡致します。

Fan’s 51号 プレゼント応募券合計46名様にプレゼント！！

詩人・書家 石井礼子 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。

担当営業

☆ワゴンRスマイル
デコステッカー

☆ハンガリー
アカシアはちみつ
セット

☆石井礼子先生作
ポストカードセット

ユーザー様とのご縁

☆石井礼子先生作
百年使える
エンドレスカレンダー
「今を大切に生きる」

お好きなステッカーお1つお選びください

Fan’s 51号
スペシャル
プレゼント!!

皆様こんにちは。アリーナ柏の村田で
す。今回は新企画「千葉スズキユーザー
様とのご縁」をご紹介させて頂きます。
ご家族も含め何台もご購入いただい
ており、弊社とは長いお付き合い頂いて
おります、石井礼子先生です。小学校の
校長先生として活躍されていた際は私
もお世話になりました。恩師でもある校
長先生に再会することができ、個人的に
もご縁の深いユーザー様です。
現在は様々な活動をされております
が、今回はその中の一つ「詩人・書家 
石井礼子」のご紹介を致します。
詩人・書家として「子供たちや読者の
健康や夢・希望を願い、自分らしく生き
ていくための一助になれば」という思い

から描いた詩集「明日も笑顔でいるた
めに」・百年使えるエンドレスカレンダー 
「今を大切に生きる」・48種類のポスト
カード等を沢山出品されています。私も
購入させて頂いたのですが、どの作品も
心に強く響き、悩んだり人生の壁にぶつ
かったとき石井先生の言葉に助けてい
ただきました。また新型コロナウイルス
等で時代が変化する中、生き方考え方
の道しるべになるような言葉をいただき
励みになっています。

字体も一枚一枚大きさ、形に変化が
あり見ているだけでも癒される作品
です。
新型コロナウイルスの影響で自粛中
の子供達、教職員に「なにか自分らしい
支援はできないか」という思いから昨

年、柏市内小学校全
42校をまわりメッ
セージ入り色紙を54
枚贈りました。その
記事が新聞に掲載さ

れるなど現職を退いた後も教育関係に
携わり趣味の詩やポストカード作成で
大活躍されています。また現在は学校教
材販売の会社に勤める傍ら、柏市教育
委員会生涯学習課で子育てコーディ
ネーターとしても活躍されており教育へ
の愛情を感じました。人柄も良く私も取
材中沢山勉強させていただきました。
今回FAN’Sプレゼントに石井先生
作、百年使えるエンドレスカレンダー「今
を大切に生きる」とポストカードセット
をご準備致しました。寒い日々が続いて
おりますので心を温めてみてはいかがで
しょうか。ご応募お待ちしております。

20名様20名様

3名様3名様 3名様3名様
20名様20名様

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）1,100円となります。 24時間のご利用の場合は、2000cc以上 11,000円、
1000cc～2000cc未満 6,600円、660cc以下 4,950円となります。（すべて税込み価格）【税込み550円】

1時間 500円1時間 500円

アリーナ美浜アリーナ美浜

アルト S アルト S アルト Lスペーシア HYBRID G
ホワイト2トーンルーフ仕様車

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

アルト S クロスビー HYBRID MZ ランディ 2.0X

当社

オリジナ
ル

元柏市内小学校　校長
元柏市教育委員会  生涯学習課
生涯学習専門アドバイザー
現在柏市教育委員会  生涯学習課
みんなの子育て広場支援コーディネーター
株式会社 森山商会 柏支店 支店長

詩人・書家
1955年(昭和30年） 千葉県柏市生まれ
1976年(昭和51年)～ 千葉県流山市内小学校　教諭
1993年(平成 5年)～ 千葉県柏市内小学校　教諭
1999年(平成11年) 千葉県長期研修生として千葉大学教育学部で研修
2000年(平成12年)～ 千葉県柏市内小学校　教諭（特別支援学級担任）
2001年(平成13年)～ 柏市教育委員会　教育研究所　指導主事
2005年(平成17年)～ 柏市内小学校　教頭
2012年(平成24年)～ 柏市内小学校　校長
2015年(平成27年)～ 株式会社森山商会柏支店　支店長
2015年(平成27年)～ 2019年(令和元年)　
 柏市教育委員会　生涯学習課　生涯学習専門アドバイザー
2020年(令和 2年)～ 柏市教育委員会　生涯学習課　　　　　　　　
 「みんなの子育て広場」コーディネーター

主な著書　
2012年(平成24年) 詩集「明日も笑顔でいるために」文芸社　発行
2017年(平成29年) 百年使えるエンドレスカレンダー「今を大切に生きる」
 人生を豊かに生きていくためのメッセージ
 「ポストカード」48種類の発行

石井礼子 ―いしいれいこ―  略歴

千葉スズキでは
車両紹介特典カードを
お渡ししています。

オプションプレゼント等も
ございますので
お気軽にスタッフまで
お声掛けください。

お友だちやご家族をご紹介ください
このカードをお持ちいただいたご新規のお客様には、

おクルマご購入時にスズキ純正オプション30,000円分をプレゼント!!

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

お名前

ご紹介者様

様

様

・本券はお車後購入時のご商談前にご提示ください。
・本券と現金との換金は出来ません。またご利用時はお釣り銭は出ません。
・本券はご購入のお車1台につき1枚のご利用のみとさせていただきます。
・ご購入時のその他の特典との併用はできません。ご了承ください。

《ご利用案内》 無期限有効

2021/06

スズキ純正
オプション

参万円参万円
千葉スズ

キ

車両購入ご
紹介特典カ

ード

プレゼント
券

（税込）

▼詩集

▲ポストカード

1 2 3

7654

知っていますか？最新技術「スズキコネクト」登場!

万が一、事故にあっても、自動通報が作動しオペレーターがすぐに緊急車両
の出動を要請。SOSボタン(手動通報)でもオペレーターにつながります。

警告灯が点灯したり、クルマが故障したときなどは、スマートフォンから
オペレーターに連絡。トラブル解消をサポートします。

24時間365日つながる

スズキ緊急通報（ヘルプネット®）

「安心」のオペレーターサービス

  スマートフォンでクルマの操作や状態確認ができる
「快適・便利」なサービス

スズキトラブルサポート

スズキ緊急通報（ヘルプネット ）

•会員情報
•車両位置
•車両衝突情報
　  を確認

状況に応じて
適切な方法で救命活動

あおり運転

スズキ緊急通報（ヘルプネット ）

•会員情報
•車両位置
 を確認

あおり運転

体調不良

エアバッグが
展開しない
事故

SOSボタン

状況に応じて
適切な方法で現場対応

乗車前に
エアコン
つけよう！

アプリ操作で
ドアロック！

アプリ操作で
ハザードランプ
を消灯！

昨年12月に専用スペーシアより「スズキコネクト」
が発表されました。スズキコネクトとはさまざま
なデータの送受信を可能とする通信機（DCM）
を車両に搭載し、オペレーターサービスやスマー
トフォンのアプリを使ってより利便性の高いカー
ライフを実現する新サービスです。私たちも昨年
勉強会に参加しコネクトについて学びました。
特に感動したのが、自動通報やＳＯＳボタンを押
すだけですぐにオペレーターにつながるヘルプ
ネットサービスです。事故や突然のパンクやバッ
テリー上がりトラブル。私も経験があるのですが
パニックになり冷静な判断ができなくなりま
した。そんな時、コネクトサービスがあるととても
安心できると感じました。その他たくさんの便利
で快適なサービスがありますので今回は「スズ
キコネクト」をご紹介いたします。

詳しくは下記HPで
ご覧いただけます

◀
エ
ン
ド
レ
ス
カ
レ
ン
ダ
ー


