80周年
記念号

1

５土

2

28 木

までの2ヶ月間
フェアを開催！！

※掲載車は平成30年12月 8日現在の情報となります
売約済みの場合はご了承下さいませ※

CX-5

（グレード：2.2 XD Lパッケージ）

年式：24年式

169万円が

（グレード：2.5 ロイヤルサスーン
スペシャルパッケージ）

走行距離：36,000km

149万円

エスティマ （グレード：2.4 アエラス レザーパッケージ）

年式：21年式

128万円が

クラウン

年式：24年式

168万円が
シエンタ

108万円

148万円

1.5X（グレード：1.5 X ブッシュS）

年式：27年式

走行距離：74,000km

走行距離：36,000km

159万円が

走行距離：26,000km

148万円

期間中は実質年率が

ドラレコ

ETC

ガソリン
満タン

○新車

○中古車

2.9%
3.9%
になります!!

また、フェア期間中にオートローンのお申込みで

5,000円商品券

いずれか1つと
BOXティッシュ

をプレゼント

をプレゼント!!
※プレゼントのお渡しは3月中旬ごろとなります

※画像はイメージです

見積もり・試乗で福袋プレゼント!!

MINI

CROSSOVER

年式 30年式
現金販売価格（税込） 3,808,685円
実質年率 2.9%

残価据置プラン 月々 46,591円

頭金 300,000円
残金 3,508,685円
支払回数 61回
残価措置価格 1,052,557円
分割支払手数料 339,332円
支払総額 4,148,017円
展示車新車価格

431.1万円が 車両本体価格

MINI

COOPER CLUBMAN

年式 30年式
現金販売価格（税込） 3,663,676円
実質年率 2.9%

残価据置プラン 月々 44,806円

頭金 300,000円
残金 3,363,676円
支払回数 61回
残価措置価格 999,978円
分割支払手数料 324,662円
支払総額 3,988,338円
展示車新車価格

408.3万円が 車両本体価格

BMW

118d M-Sport

357万円

332万円

年式 30年式
現金販売価格（税込） 3,721,814円
実質年率 2.9%

残価据置プラン 月々 45,437円

頭金 300,000円
残金 3,421,814円
支払回数 61回
残価措置価格 1,026,528円
分割支払手数料 330,934円
支払総額 4,052,748円
展示車新車価格

450.6万円が 車両本体価格

エシュロンガラスコーティング

350万円

コーティングボディーサイズ一覧表
※掲載のない車種はスタッフまでお尋ねください
サイズ一例
ＳＳサイズ

新

車

SSサイズ：６９,８００円
S サイズ：７３,８００円
M サイズ：８２,８００円
Ｌ サイズ：８６,８００円
２Ｌサイズ：９７,８００円
３Ｌサイズ：１０９,８００円

中 古 車

ＳＳサイズ：７９,８００円
Ｓ サイズ：８４,８００円
Ｍ サイズ：８９,８００円
Ｌ サイズ：９５,８００円
２Ｌサイズ：１０５,８００円
３Ｌサイズ：１１４,８００円

IQ モコ デイズ eKワゴン ミニキャブ
ライフ Ｎ-ワゴン N-ONE ラパン ワゴンR ミラ
キャンバス キャストスポーツ ミラジーノ プレオ

Ｓサイズ

アクア 86 ラウム マーチ ルークス NV100 コルト
タウンボックス ミラージュ S2000 CR-Z フィット
N-VAN デミオ RX-7 スイフト ソリオ パレット
ムーヴ ブーン ウェイク サンバー ルクラ アウディA1
BMW X1 Z4 ミニクーパー/S クラブマン
ベンツSLK プジョー206 207 1007

Ｍサイズ

カローラフィールダー シエンタ プリウス ラクティス
ポルテ タンク/ルーミー bB ラッシュ レクサス1S
SC430 キューブ ジューク ティーダ D2 ギャラン
グレイス シャトル モビリオ CX-3 アクセラ
アウディA3 ゴルフシロッコ BMW3シリーズ

Ｌサイズ

ウィッシュ クラウン SAI プリウスα マークX
C-HR フーガ ヴェゼル CR-V ストリーム フリード
アテンザW プレマシー XV S4 レヴォーグ
アウディA5 BMW5シリーズ

2Ｌサイズ

ヴァンガード ヴォクシー ノア ハイエース標準 サーフ
ハリアー LS460 NX200t RX350
エクストレイル セレナ アウトランダー D5 エリシオン
ステップワゴン CX-5 MPV フォレスター
アウトバック アウディA8 BMV7シリーズ
ベンツSクラス

3Ｌサイズ

アルファード/ヴェルファイア ランクル200/プラド
ハイエースSロング キャラバンSロング エルグランド
ベンツGクラス BMW X5 アウディQ7

今まで色々な研磨剤やク
リーナーを試したけど、
正直納得いってない。
（耐久性1ヶ月～6ヶ月
だし）

でも新品に交換するに
は価格が高すぎる！
（両目で5万～20万円
もするし）

従来のコーティングクリアの概念を覆す、史上最強
再生技術。私たちが追い求めたヘッドライトの透明
感と耐久性（2年～3年）を実現させてくれました。

このようなお悩みの方には
が
お勧めです！
ミズタニはこの度加盟店になりました。

通常片目10,800円を

！両目で

YouTubeはこちら

で施工させて頂きます。
必ずご納得頂ける仕上がりになるはずです。
ご予約お待ちしております！

詳しくは別紙をご覧ください。
（今お乗りの車に施工できます。） サービス部 斉藤

80周年を迎えます。

株式会社ミズタニは

この度、株式会社ミズタニは80周年を迎えることになりました。
厳しい世情の中、これだけ長く続けてこられたこと、
これはひとえに皆様のご厚情のおかげです。
今回はミズタニの歴史を振り返ってみたいと思います。
そして80周年の歴史の重みを感じつつ、皆様のカーライフに
幸せを運んでいきたいと思っております。

昭和 14年（1939年） 初代社長 水谷一昌 個人で整備業を発足
昭和 24年（1949年） 水谷自動車工業株式会社の商号にて組織変更
昭和 38年（1963年） 運輸省 大阪陸運支局より民間車検工場の指定を受ける
昭和 41年（1966年） 京都市南区にカーデパートミズタニを発足
昭和 43年（1968年） 商号を株式会社ミズタニへ変更
平成

3年（1991年） 水谷雅夫が二代目社長に就任

平成 17年（2005年） カーデパート全面リニューアルオープン

平成 23年（2011年） 水谷匡が三代目社長に就任
平成 24年（2012年） 京都市南区に集約し、一拠点化
第二創業スタート
平成 26年（2014年） 福祉車両専用展示場オープン
平成 31年（2019年） 80周年
ちなみに80年前はこんな時代でした。

1925年にイギリスにて有線によるテレビの伝送が成功して以来、欧米

①は1878年ごろ、トーマス・エジソンですね。
1857年にはフォノトグラフが発明されていますの
で、エジソンらの改良や新技術で身近に広まっ
ていきました。
②は1888年ごろ、電気自動車が有名な「テスラ」
のもととなった、ニコラ・テスラが実用的なものと
しました。
④は1994年ごろです。2000年に開催されたドイ
ツのハーノバー万博では、高速道路が万博会場
に直結しており、ITSで交通整備がなされました。
渋滞情報やETCもITS技術の一つです。

各地で研究が活発になりました。

たった80年なのか、やっと80年なのか、今

日本でも、1938年に松下無線（現パナソニック）がブラウン管使用テレ

では当たり前のように自動車に付属してい

ビの試作品を完成、次年の1939年には日本放送協会の技術研究所と

る技術も、多くの発明により日々改良・進

東京放送会館との間で無線伝送試験に成功。さらに同年には電気発

歩していると考えると、より長く愛車に乗っ

明展覧会にて受信機を出展し、一般公開までされました。

ていただきたいと思います。

1939年 ドイツのヒトラーが、ソ連のスターリンとの間で独ソ不可侵条約を締結し、
ポーランドに侵攻。第二次世界大戦が開戦しました。

では、経済的には何が注目されていたと思いますか？
①蓄音機 ②電気モーター ③テレビ ④ITS（高速道路交通システム）

正解は③のテレビです。

MIZUTANI LEAFLET VOL.32
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

URL：http://www.car-mizutani.jp
営業時間：AM8:40～PM6:00 （整備受付はPM5:00まで）
担当 柏原・松本

