
○スモークフィルム施工
通常32,400円～48,600円

●カーナビゲーション
店頭表示69,800円～135,000円
※工賃・オーディオパネルは別途かかります※

新車もしくは中古車購入時限定!!

✂ 切り取り線 ✂

✂ 切り取り線 ✂ ご来店いただくだけで

お子様花火をプレゼント!!

7月・8月の 限定で

ラムネプレゼント!!

※御１人様1個限りとさせていただきます※

ご成約特典!! 見積り・試乗でも!!

土日

ドラレコ

さらに

ＥＴＣ

ガソリン満タン 折り畳み
自転車

いずれか1つをプレゼント

中古車ご成約の方に

ワコーズパワー
エアコンプラス
（エアコン添加剤）

を充填して納車致します

5P BOXティッシュ 500円QUOカード

どちらか1つをプレゼント

～以下のクーポン持参でさらにお得!!～

※画像はイメージです

25万円

セレナ プリウス

ワゴンＲ

フリード

ハスラー

デミオ

25万円

139万円 65万円

105万円

145万円

グレード： 20X Sハイブリッド
年式 ： 26年
走行距離： 7．3万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： ナビ・バックカメラ・衝突軽減ブレーキ

・ETC・両側電動スライドドア

グレード： FX-Sリミテッド
年式 ： 19年
走行距離： 8万km
車検 ： 2020年2月
装備 ： HID・キーレス・フルセグTV

グレード： フレックス
年式 ： 21年
走行距離： 12．2万km
車検 ： 2020年3月
装備 ： キーレス・HID・バックカメラ

・地デジナビ

グレード： 1．5XD 
年式 ： 27年
距離 ： 5．2万km
車検 ： 2020年2月
装備 ： マツダスピード

・オートエクゼパーツ多数！
書ききれ無いので是非スタッフまで！

グレード： 1．8S
年式 ： 22年
走行距離： 7．3万キロ
車検 ： 受け渡し
装備 ： 純正HDDナビ・バックカメラ

・プッシュスタート
JC０８燃費30．4ｋｍ/ｌ

グレード： G
年式 ： 27年
走行距離： 3．4万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： レーダーブレーキサポート

・スマートキー
・プッシュスタート・ナビ

有効期限：2019年8月31日まで

有効期限：2019年8月31日まで



39万円

ハイゼット スローパー

ラクティス ウェルキャブ リフトアップシート

ゼスト 助手席リフトアップシート

69万円

63万円
年式 ： 20年
走行距離： 5．7万km
車検 ： 2020年4月

年式 ： 24年
走行距離： 3．5万km
車検 ： 受け渡し

年式 ： 19年
走行距離： 4．8万キロ
車検 ： 受け渡し

ヴォクシー スローパー

ラクティス スローパー

ノート 助手席回転シート

175万円

75万円

75万円

年式 ： 25年
走行距離： 1．9万km
車検 ： 2020年10月

年式 ： 23年
走行距離： 5．9万km
車検 ： 2020年6月

年式 ： 26年
走行距離： 1．6万キロ
車検 ： 受け渡し

380万円
BMW 218d

グレード： アクティブツアラー
年式 ： 30年
走行距離： 10km
車検 ： 2021年3月

315万円
BMW 118d

グレード： Ｍスポーツ
年式 ： 30年
走行距離： 12ｋｍ
車検 ： 2021年9月

198万円
Jeep コンパス

グレード： スポーツ
年式 ： 28年
走行距離： 1．6万km
車検 ： 受渡し



車種により工賃は異なります。お気軽に
お問合せください。

℡075-313-2188 担当 斉藤

Ｆｕｌｌ ＨＤ
フロント高画質200万画素
リアカメラ100万画素
本体 27,000円
工賃 10,800円

合計 37,800円

※上記はご来店価格です。
別途必要部品代を含んで
おります。
取り付け時の代車費用は
無料です。

信頼のおける国産メーカー
安心の３年保証

本券を必ずご持参ください。

ミズタニ自動車

本券1枚につき３台まで割引適用です。

１カメラ ２カメラ

最近世間では様々な事故が問題になっています。

その中でも事故相手との過失割合が争点となる

事が多くあります。

そんな時にドライブレコーダーを

取り付けておけば早期解決できるかも。

リヤカメラ付きなら、あおり運転をされた時もばっちり

相手のナンバーを記録できます。

これを機会に装備しておけば、

いざという時お役に立てる事間違いなし！

今回はミズタニユーザー様特別に割引券をお付

け致します。たくさんのご依頼お待ちしています！

まだ取り付けていな方に朗報ですよ。

ＮＸ-ＤＲ200Ｓ ＦＣ-ＤＲ212Ｗ

Ｆｕｌｌ ＨＤ
フロント高画質200万画素

本体 16,200円
工賃 5,400円

合計 21,600円

有効期限
R1.8月末



ご加入の自動車保険が『損保ジャパン日本興亜』なら、

レッカーけん引なしの事故でも

15日型 5,000円/日の場合、年間 4,300円の特約保険料で

代車特約をお付けいただけます。

くわしくは、弊社スタッフまでお気軽に
お問い合わせください。

自動車保険の主な特約
はこちらから!!



京都・壬生に店舗を構える、キムチを中心に販売するお店です。キムチは、奥様が一から
手作りされています。長年の勘で白菜の状態を見極め、水洗いの方法などを調整し、最
高の状態になるよう仕上げています。キムチの他にも、サムゲタンなどの韓国料理・調味
料なども販売しており、どれも絶品です。店舗では、持ち帰りはもちろんのこと飲食スペー
スも設けられており、ランチやディナーを楽しむことが出来ます。また、ネット販売も行って
いるため、店舗になかなか足を運べない方も入手可能です。

キムチは辛すぎず食べやすいお味でとてもご飯がすすみ、ついつい食べ過
ぎてしまいます。小鉢が数種ついており、様々なお料理を堪能することができますが、
どれも大変美味です。お店の雰囲気はとても家庭的で、くつろげる空間ですね。ちなみ
に、ミズノさんはインターネット通販を始めてから20年程経つようで、今では日本全国か

ら注文があるそうです。このキムチのお味にはまる方がそれだけたくさんいらっしゃると
いうことですね。皆様も、店頭か通販でぜひこのお味をご賞味下さい！

◆蒸し豚 980円
◆蒸し鶏 780円
◆豚足 780円
◆チヂミ 780円
◆チャプチェ 780円
◆チャンジャ 780円 など

夜メニュー 一例
◆サムゲタン（約4人前） 7,980円
◆季節のキムチ盛合せ 680円
◆チーズダッカルビ 1,200円
◆韓国珍味とナムル盛合わせ 1,000円
◆ケランチム韓国風茶碗蒸 600円
◆豆腐チゲ（1人前） 1,000円

お店は四条大宮駅から
徒歩約5分です。

京都府京都市中京区壬
生花井町２３－５
四条大宮駅から595m

奥様が丹精込めて
手作りされている

キムチです。白菜
以外にも数種のキ
ムチが店舗とネット
で販売されています。

奥様がキムチを
作っているところで
す。いつも笑顔で元
気いっぱい。朝6時

に起きてキムチを手
作りされています。

スンドゥブ定食で
す。色々少しず
つ楽しめるのが
嬉しいです。

ハンナリーズは、西京極にあるハンナリーズアリーナを本拠地とした、B.LEAGUEに所属す

るプロバスケットボールチームです。近年安定してプレイオフへの出場を果たしており、地
元での知名度も着実に上がってきている様子です。
弊社も協力会社の一社としてハンナリーズを応援しています。

ハンナリーズ本拠地です。阪急西京極駅
から徒歩約10分です。

弊社のスタッフも、定期的に試合にお招き頂き、ハンナリーズアリーナまで足を運んでいま
す。会場では思ったよりもプレイしている選手との距離が近く、熱気をひしひしと感じること
ができます。試合もスピード感たっぷりで、ハラハラドキドキの試合展開を生で感じられま
す。また、試合途中のチアダンサーの皆様による応援も楽しみの一つです。

生で試合を観戦してこそバスケットボールの楽しさが分かると思います！ぜひ皆様も会場
に足を運んでみて下さい！

はんニャリン

弊社スタッフの観戦の様子です。
タオルやＴシャツなどのオリジナ
ルグッズも販売されており、会場
はこれらのグッズを身に着けた
観客で盛り上がっています！

昨シーズンは残念ながら西地区
3位となり、プレオフ進出は出来
ませんでした。

今シーズンも秋頃よりリーグ戦
が始まります。今年こそプレオフ
へ再び進出できる様、チーム一
丸となって練習に励んでおられ
ます。



夏場の防犯対策

≪車上荒らしについて≫

防犯対策の進んだ昨今、車上荒らしの被害件数は減少しているようです。
ですが被害がなくなったわけではありませんので、用心するに越したことはありません。
今回は、いくつかのポイントで防犯対策についておさらいしましょう。

①施錠を確実に!!
言わずもがなのことですが、鍵はきちんとしましょう。たとえ数分離れるときであっても、目を

離している隙に荒らされます。さらに、貴重品に限らずモノが車外から見える位置に置かれて
いると危険度は跳ね上がります。

夏場は換気のために窓を少し開けておくこともあるでしょうが、そこから工具で鍵を開けられ
てしまうこともあります。

②センサーライトを設置
夜間でも人目に付くところは被害が少なくなります。ですが駐車場の位置によっては、人目

に付きにくくなることもあるでしょう。そんな場所にはセンサーライトを設置でも十分に効果は
あります。
明るい場所は警戒されているとみなされて、荒らされる対象から外れやすくなります。

③外出時でも照明をつける
これは車自体ではなく家の話となります。外出する際に消灯することは当然なのですが、

同時に『外出しています』と知られていることにもなります。部屋の照明をつけておくことで、
『家にいますよ』とアピールすることは、空き巣などのその他の防犯対策にもなります。
ルームライトの付けっぱなしは、バッテリー上がりの原因になりますのでやめておきましょう。

④雨の強い日のために盗難警報機を!!
雨脚の強い日は外の様子が分からなくなったりします。普段は聞こえるであろう工具の音や

ガラスを割る音に気付かなければ盗難被害に遭います。かといって、いちいち見に行くわけ
にもいきませんので、盗難警報機をつけて被害を防ぎましょう。

高価なものほどしっかりしていますが、安価なものでも効果がないわけではありませんので、
つけておくことをお勧めします。

気を付けていただきたいことは、今回紹介させていただいた方法をすれば必ず防げるという
ことはありません。日中のコンビニの駐車場での被害もあるそうですので、100%防ぐことは
とても難しいことです。
ですので、常日頃から気を付けることが愛車を守る最善の対策になるでしょう。

URL:http://www.car-mizutani.jp

営業時間:AM8:40～PM6:00（整備受付はPM5:00まで）
LEAFLET作成担当 柏原・松本

MIZUTANI LEAFLET VOL.34 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

車種や燃費性能等によって負担税額はまちまちです。
詳しくは総務省のＨＰをご覧ください。


