
カーデパートミズタニ

在庫車 大 放 出 ‼

普通車の在庫は次のページへ

在庫車まだまだあります！
詳しくはこちらから

グレード： 1.5X ウェルキャブ タイプⅠ
年式 ： Ｈ2４年
走行距離： 3．2万km
車検 ： Ｒ１年１１月
装備 ： ナビ バックカメラ ETC スロープ

電動固定装置 ニールダウン

シエンタ
スローパー

98万円
グレード： 2.0ハイウェイスター チェアキャブ
年式 ： Ｈ２８年
走行距離： ２．2万km
車検 ： Ｒ２年１月
装備 ： アラウンドビュー 左側オートステップ

両側電動スライドドア

235万円

セレナ
リフター

グレード： 660FX
年式 ： Ｈ１８年
走行距離： 5．2万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： フロント後退防止ベルト

リア電動ワイヤー 後部座席取り外し可能

ワゴンＲ
スローパー

39万円
グレード： 2.0X Lエディション

サイドリフトアップ
年式 ： Ｈ２２年
走行距離： ６．３万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： ナビ ETC バックモニター

後席モニター リフトアップシート

ヴォクシー
サイドリフト
アップ

93万円

89万円

グレード： 1.5F ウェルキャブ
年式 ： Ｈ２４年
走行距離： 3．2万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： ナビ ETC バックカメラ

助手席リフトアップシート HIDライト

ポルテ
助手席リフトアップ



カーデパートミズタニ

在庫車 大 放 出 ‼

今だけのＷプレゼント！

又は でお見積り又は下取査定

QUOカード(千円)

プレゼント

期間中のご成約で

選べるプレゼント
ワンタッチ

テント

カタログ
ギフト

ドローン

アクション

カメラ
ガソリン
満タン

折りたたみ

自転車

グレード： 2.0スパーダZ
年式 ： Ｈ2４年
走行距離： 5．７万km
車検 ： Ｒ２年５月
装備 ： ナビ ETC バックカメラ

HIDライト 両側電動スライドドア

ステップ
ワゴン

グレード： 20X エクストリーマーX
年式 ： Ｈ２６年
走行距離： ３．０万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： エマージェンシーブレーキ LEDライト

ナビ ETC バックカメラ

185万円

グレード： 2.0X フィールドリミテッドⅡ
年式 ： Ｈ2２年
走行距離： ９．５万km
車検 ： 受け渡し
装備 ： ４WD コーナーセンサー（前） ナビ

ETC バックカメラ サンルーフ

グレード： 660スティングレー
年式 ： Ｈ２１年
走行距離： ５．２万km
車検 ： Ｒ２年２月
装備 ： ナビ ETC HIDライト エネチャージ

エクス
トレイル

158万円

フォレスター

58万円

ワゴンＲ

43万円



営業部コラム

が展示場に並ぶまで

１

２

３

４

１

２

福祉車両の場合

中古車の場合
1．買い取りや下取りの車、オートオークション会場などで、エン
ジンコンディションや内外装の状態・修復歴をスタッフが一つず
つチェックし、仕入れます。

2．そうして入庫したお車はエンジンルームやホイールやタイヤ
ハウスの中まで、高圧洗浄機を使い入念にお掃除いたします。

3．ボディー外装は状態に応じて粘土クリーナーを使い、シャンプー
や鉄粉を除去いたします。その後、ポリッシャーでキズなどを取り
除きます。

4．内装もシートや内張り等は専用の溶剤を使い、汚れを落と
していきます。

5．こうして自信をもってオススメできる中古車のみが
店頭に並びます。

1．リフター等福祉装置は特殊な為、店頭に並ぶ前には異音等が
ないかスムーズな動作をしているか等念入りにチェックしており
ます。作動が不安定な場合は修理をします。

2．乗車なしでは異常がなくても、負荷がかかれば異音がすること
もあります。入庫時は実際に乗車しながらシート昇降チェックを
済ませます。

５



事故は怖いけど、免許返納したら生活が・・・

誤発進防止システム が後付け できます！

一つでも当てはまる方はすぐにご連絡ください！

人気商品のため、品薄になっております。
気になる方はお早目にご検討ください。！ ！

ON・OFF簡単♪

誤発進防止ブレーキ機能を
スイッチ一つで
ON・OFFできます！

運転者に合わせた設定

運転者ごとに違うブレーキの踏み
方などを自動で学習し、運転者様

に合わせて作動します！

SUZUKI HONDA

TOYOTA MAZDA

DAIHATSU SUBARU

MITSUBISHI NISSAN

国産車のほとんどをカバー

特許技術で国産車であれば、
ほとんどの車種に
対応が可能！

今なら専用ハーネス込みで

でお付けします！

安全性能の高い車に乗りたいが、車を乗り換えたばかりだ

高齢の両親がまだ車を運転している

子どもも車に乗るので、少しでも安全性を高めたい

✔

✔

✔



数万円の差が出ることも！

自動車保険見直しのススメ

保険料節約しませんか？



8月のタイヤ値上げ、10月の増税と家計にとって嬉しくない話題ばかりですが、

車の出費をガマンしすぎると命にかかわることがあります。今回は実際に起

こった事例をご紹介させていただきます。

高速道路を走行中、タイヤが下の写真のようになってしまいました。

幸い、すぐに車を端に寄せ、おケガはな

かったようですが、一歩間違えたら・・

と思うとぞっとしますね。

あまり長い距離を乗ることの無いお客様

でしたのでタイヤの溝はまだ残っていま

したが、既に購入から13年程度使用して

いるタイヤだったことが原因でした。

タイヤの交換目安はいくつかありますが、

1つは皆様も良くご存じの

『スリップサイン』

これが出ると車検も通らないのでわかり

やすい判断材料だと思います。

走行距離や使用状況にもよりますが、

メーカーオススメの交換サイクルは

3～4年だそうです。

これからスタッドレスタイヤへの交換

時期が来ます。秋の作業シーズンで遠

出される方もいらっしゃると思います

が、皆様も今一度タイヤの状態を確認

してみてください！

知って得するクルマの話



ミズタニだより

京都サンガの応援に行ってきました！

少し前になりますが、7/27（土）に、弊社の会長・社長を含めたスタッフ数名で、
京都サンガF.C.の応援に行ってまいりました。
京都サンガF.C.は、試合当日時点で、所属しているJ2では首位でした。
対戦相手はFC岐阜で、天気は生憎の雨。気温も高く、スタッフ皆汗だくになりな
がらの観戦でしたが、試合は見事2-1で京都サンガF.C.の勝利！
弊社のスタッフ同士でサッカーを観戦するのは初めてでしたが、
地元サッカーチームの勝利試合を間近で見ることができ、
サッカー経験のあるスタッフ同士、大いに盛り上がりました。

♯SOUSOU ♯コラボT
全員でSOUSOUとの限定コラボTシャツ

ミズタニ自慢の愉快な仲間たち

♯ミズタニ ♯アフター５

♯京都サンガFC
♯FC岐阜

皆さん、超真剣です！



MIZUTANI LEAFLET VOL.35

この度、KBS京都テレビで放送の「京biz X『ビジタ
ネ』」にて放映されました。
京biz Xは「京biz」「京biz W」「京biz S」に続く報道

番組で、竹内キャスターと遠藤アナウンサーが京都の経
済動向を放映されています。その中で『ビジタネ』で
は京都府内の中小企業を竹内キャスター、遠藤アナウン
サーが取材され、お伝えされています。
また、京bizシリーズは、京都府域における京都ブラ

ンドのイメージアップや京都の都市格向上に著しく貢献
している事例を顕彰している「京都創造者大賞の『京都
創造者賞』」も受賞されています。

内容は、15分ほどのなかでまず5分ほどミズタニの紹
介をしていただき、現在力を入れている福祉車輌専門店
として各福祉車輌の装置を竹内キャスターが実際に体験
されている様子を映していただきました。
その後、今後の展望としてワーキングマザーのための

カフェ事業の展開をお話しいたしました。

当社も入会いたしました。
セミナー等積極的に参加して、より良いサービ

スをご提供できるよう精進致します！

2019年8月23日『ビジタネ』にて放映されました!!

福祉車展示場

Youtubeで限定公開

定休日：業務内容によって異なります。カレンダーをご確認下さい。

営業時間：平日・日祝 AM8：40～PM6：00（整備受付 PM5：00まで）


