～お知らせ～

が

誠に勝手ながら10月

未使用車の取扱い始めました！

より日曜日の整備
を廃止させて頂きま
す。(販売は引き続き営
業致します。)
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展示車新車価格

が

車両本体税込価格
初年度登録平成30年3月
走行22km
展示車新車価格４２９．８万円
現金販売価格（税込）3,815,110円

実質年率2.9％
残価据置プラン月々48,000円
頭金300,000円 支払回数60回
残金3,515,110円
残価措置価格1,014,611円
分割払手数料331,501円
支払総額 4,146,611円

ＢＭＷ ⅩⅠ 18i ｘＬｉｎｅ
初年度登録平成30年4月 走行33km
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初年度登録平成30年3月 走行8km

etc・・
様々なカラー・グレードの
未使用車をご提案致します！
展示車新車価格

が

車両本体税込価格

展示車新車価格

が

車両本体税込価格

現金販売価格（税込）4,920,795円

現金販売価格（税込）3,811,370円

実質年率2.9％
残価据置プラン

実質年率2.9％
残価据置プラン

月々62,000円

頭金500,000円 支払回数60回
残金4,420,795円 残価措置価格1,172,420円
分割払手数料409,265円
支払総額 5,330,420円

月々48,000円

頭金300,000円 支払回数60回
残金3,511,370円 残価措置価格1,010,291円
分割払手数料330,921円
支払総額 4,142,291円

今流行の残価クレジットやライフ
スタイルに合わせたお車の買い
方もご提案致します。
詳しくは同封パンフレットをご覧
ください。

下取車がある場合、たとえ査定金額0円でも、普通車30,000円・軽自動車15,000円を保証！

ミズタニ特選中古車

～

ブレーキサポート付
125万円
125万円

車種名：エブリーワゴン （カラー：ホワイトパール）
グレード：PZターボ
車検：平成32年5月
年式：27年式
走行：30,000km
修復歴：なし
装備：衝突軽減ブレーキ・ターボ・HID・左パワスラ・ナビ
ETC・ドラレコ・シートカバー その他

128万円
128万円

中古車特集 ～

420万円
420万円
車種名：ハリアーハイブリッド （カラー：ホワイトパール）
グレード：プログレス
車検：平成33年1月
年式：30年式
走行：8,000km
修復歴：なし
装備：衝突軽減ブレーキ・LED・パワーテールゲート
９.２型純正ナビ・JBLサウンド禁煙車
ブルーレイディスク対応・USB その他

248万円
248万円

～ ブレーキサポート付きのお車について ～
最近ではアクセルとブレーキの踏み間違いに
よる衝突事故が毎日のようにニュースで流れ、
CMで放送されている新車をはじめとして、
一般的にブレーキサポート付きのお車が
浸透してきました。
今回掲載しているお車もブレーキサポート
付き車です。
ただし一言でお伝えしても、メーカーにより
様々な呼び方の違い
（例：ホンダならCTBAやホンダセンシング、ダ
イハツならスマートアシスト等）
もあり、歩行者を検知するのかしないのか等、
システムによりわかりにくい場合もございます。
ご購入の際の１つの目安として、
インターネット等で『JNCAP』と検索すれば

車種名：N-BOX （カラー：シルバーメタリック）
グレード：カスタムSSパッケージ
車検：受け渡し
年式：27年式
走行：37,000km
修復歴：なし
装備：衝突軽減ブレーキ・HID・Wパワスラ・ナビ・ETC
フルセグTV・バックカメラ・フォグ その他

125万円
125万円
車種名：フィット （カラー：ホワイトパール）
グレード：1.3G-Lパッケージ
車検：平成32年3月
年式：29年式
走行：18,000km
修復歴：なし
装備：衝突軽減ブレーキ・LEDヘッドランプ・ナビ・ETC・フルセグTV
バックカメラ・ハーフレザーシート その他

ハイブリッドカー

88万円
88万円
車種名：アクア （カラー：ホワイトパール）
グレード：1.5S
車検：受け渡し
年式：25年式
走行：20,000km
修復歴：なし
装備：ハイブリッド車・ナビ・ETC・バックカメラ
プッシュスタート・禁煙車 その他

143万円
143万円
車種名：プリウスα （カラー：ホワイトパール）
グレード：Sツーリングセレクション
車検：平成31年2月
年式：24年式
走行：66,000km
修復歴：なし
装備：ハイブリッド車・LEDヘッドランプ・ナビ・ETC
ワンセグTV・プッシュスタート・バックカメラ その他

車種名：クラウンアスリート （カラー：ホワイトパール）
グレード：ハイブリッドS
車検：受け渡し
年式：25年式
走行：33,000km
修復歴：なし
装備：衝突軽減ブレーキ・HID・ナビ・ETC・フルセグTV・禁煙車
コーナーセンサー・Wパワーシート その他

169万円
169万円

『予防安全アセスメント』という項目が
ございます。
全メーカーの衝突軽減ブレーキの性能や
評価を国交省と一体で検査・評価して
いる事業です。これらの性能評価も見て
お選びいただくのも１つではと思います。
ご来店いただければ各メーカーの性能の
違い等ご説明いたしますので、
ぜひお越しください。

車種名：CX-5 （カラー：レッドマイカ）
グレード：XD-Lパッケージ4WD
車検：受け渡し
年式：24年式
走行：37,000km
修復歴：なし
装備：衝突軽減ブレーキ・HID・ナビ・ETC・フルセグTV・1オーナー
バックカメラ・19インチアルミ・クルーズコントロール その他

福祉車輌

88万円
88万円

車種名：セレナ （カラー：シルバーメタリック）
グレード：アンシャンテ スローパー
車検：受け渡し
年式：19年式
走行：28,000km
修復歴：なし
装備：２列目車イス乗車位置・電動スロープ・リヤニールダウン
ポータブルナビ・７人乗り その他

218万円
218万円

車種名：レジアスエース （カラー：ホワイトパール）
グレード：ウェルキャブタイプBリフト車
車検：受け渡し
年式：26年式
走行：37,000km
修復歴：なし
装備：車椅子２基＋８人乗車・キーレス
その他

69万円
69万円

車種名：ラクティス （カラー：ライトブルーメタリック）
グレード：ウェルキャブ助手席リフトアップシート
車検：受け渡し
年式：24年式
走行：35,000km
修復歴：なし
装備：助手席サイドリフトアップシート・シート専用リモコン
その他

59万円
59万円
車種名：シエンタ （カラー：ホワイトパール）
グレード：ウェルキャブ助手席リフトアップシート
車検：受け渡し
年式：20年式
走行：66,000km
修復歴：なし
装備：助手席サイドリフトアップシート・シート専用リモコン
３列シート７人乗り・ナビ・バックカメラ その他

その他、掲載していない車両も
たくさん揃えておりますので、ぜひご来店ください。
また、

の期間中にご成約で

素敵な特典がございます。詳しくは表面をご覧ください。

愛車の中で
自分専用のUSB端子で
充電したい！！

はっ水ワイパーゴム

ROYAL ARROW

シガーソケットにケーブルを差して、ケータイを充電なんてナンセンスとお思いの方！
私共がかっこよく充電できるようにUSBポートを取付し、愛車をチューンしますよ！

雨をはじくガラスにしたい
雨はじきを長持ちさせたい
雨の日に視界の悪さが不安
そろそろワイパーの交換時期

そんな方に朗報です！！
コンソール付近はもちろんのこと、色々な場所に取り付け可能です。

ワイパーゴムを交換するだけで、フロントガラス・リヤガラスが撥水ガラスに
フリーサイズなので多くのサイズに適用できます。

大変身！！

また、今ダッシュボードにレーダーやドライブレコーダーの配線がゴチャゴチャ
されていて、スッキリと配線を隠したい方は私共にご用命ください。
きっとご納得いただける仕上がりになること間違いなし！！

作業工賃は

3,240円 ～ 10,800円（税込・部品代含む）

まずはお気軽にご相談下さい。ご用命にあったプランでご提案し、施行させていただきます。

※お知らせ※
誠に勝手ながら10月より、日曜日の整備を廃止とさせて頂きま
す。（販売につきましては引き続き受付させて頂きます）
何卒ご了承頂きますよう、お願い致します。

価格は

1本 1,620円 ～ 1,815円（税込）
詳しくは当社の営業スタッフまでお声かけください。

祇園祭り 神輿洗
祇園祭神輿洗は毎年7月28日に行わ
れています。神輿洗は祇園祭還幸
祭終了後、蔵に収納する前に神輿
を清める儀式です。神輿洗では中
御座神輿（なかござみこし）・東
御座神輿（ひがしござみこし）・
西御座神輿（にしござみこし）の3
基の神輿の内、中御座神輿が代表
して清めます。
フロントスタッフ三吉が、お客様
からお誘いいただき、神輿担ぎに
参加させていただきました。
1回目は山科の折上神社にて練習を
兼ねた体験をさせていただき、そ
の後祇園祭りにも2日間参戦しまし
た。三吉にとっては初めての体験
で、神輿の重さで多少肩が痛くは
なりましたが、

神輿担ぎに懸ける皆様の熱い
想いに触れ、とても貴重な体
験となりました。
今後も出来る限り神輿担ぎに
参加させていただき、経験を
積むことで、肩の痛さにも大
分慣れてくるのでは？

今回お誘いいただいたお客様
には、業務以外でもお付き合
いをさせていただき、とても
感謝しております。
秋からは弊社の整備スタッフ
がもう一人神輿メンバーに加
わる予定なので、今後ますま
す神輿担ぎが盛り上がりそう
な予感です。

お客様
三吉

整備士

おじさんコラム

～わさおversion～
今回、数年ぶりにこのコーナーを復活させてみました。
皆さん、青森県の「わさお」という秋田犬のことをご存知でしょう
か？TVで紹介されていた「ブサかわ犬」です。映画になったり、
写真集も出版されているようです。
そんな「わさお」にお盆に家族で会いに行ってきました。青森県
鰺ヶ沢町というところの海沿いの国道にある、焼きイカ屋さんに
いました。到着すると、たくさんの車が停まっていて、人だかり
ができていました。お店にいる人より、「わさお」を見に来ている
人のほうが断然多く、写真を一緒にとるのも順番待ちです。
約1000ｋｍの距離を越えて、やっとのことで会えた「わさお」を
見るとダルそうに寝転んでいました。さらに、そばには「わさお」
の他に２匹犬がいまして、どうやら奥さんと子供のようです。３
匹ともに寝転んでいて、こちらのほうをチラリとも見ません。
わが家の子供達はさぞがっかりするのかなと思いきや、会えた
だけで大喜びでした。愛想を振りまいたり、騒いだりすること無
くじっとしているだけで、大人には物足りない感じがしたのです
が、子供らはたくさんの写真を撮ったり（50枚以上）、名前を呼
んだりして楽しそうでした。帰りの青森空港で、抱きかかえるぐ
らいの「わさお」のぬいぐるみを買ったり、トラックに乗った「わさ
お」のミニカーを買ったりして、京都に帰ってからもぬいぐるみ
は毎晩一緒に寝ています。しばらく、「わさお」ブームが続きそう
で、父親としては犬が買いたいと言い出さないかと心配です。
なにせ私は犬は好きな
のですが、犬に嫌われる
人間のようで、以前、子
犬をなでようとしたら、噛
み付かれた経験があり
ます。ひょっとすると、こ
のミズタニ通信が出るこ
ろには、家族が1匹増え
ているかも。

京都では1年中様々な行事イベントが行われてお
りますが、京の七夕祭りもその一つです。旧暦に合
わせて毎年8月初旬から半ばくらいにかけて開催
されているイベントで、「祈り」や「願い」をテーマに、
京都市内の各会場で七夕事業が開催されます。
会場は、メイン会場である堀川遊歩道の他に鴨
川、二条城、梅小路公園などがあります。
夜間に開催されているため、短冊が吊るされた竹
のライトアップを楽しむことが出来ます。
今年も連日の猛暑にも
関わらず、各会場が沢
山の人手で賑わったよう
です。機会があれば是
非来年一度訪れてみて
下さい！
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担当 柏原・松本

株式会社ミズタニ 〒601-8306 京都市南区吉祥院宮ノ西町27
TEL：075-313-4091 FAX：075-311-6601
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