
３０，０００円ＯＦＦ ３０，０００円保証

来店当日のご成約で

※来店当日に即決のお客様限定です。
※詳しくは営業マンにお声掛けください

下取り保証！

※来店当日に即決のお客様限定です。
※詳しくは営業マンにお声掛けください
※ 30,000円以上の下取り価格の車両は、
さらに30,000円高く買い取らせていただきます

最
低

他の在庫はこちら！

後悔させません！
とにかく一度ご来店ください！

79万円
89万円

25万円

18万円

グレード： スパーダＺ 年式： Ｈ２４年
走行距離： 5．7万km 車検： Ｒ2年 5月

グレード： Ｓ 年式： Ｈ２１年
走行距離： 3．7万km 車検： Ｒ2年 7月

グレード： Xターボ 年式： Ｈ２６年
走行距離： 0．4万km 車検： 受け渡し

このクーポン持参で このクーポン持参で

148万円

138万円



スロープ車

185万円

88万円
グレード： Ｘウェルキャブ スロープ タイプⅡ
年式 ： Ｈ２５年
走行距離： 1．6万km 車検： Ｒ3年 2月

グレード： チェアキャブ スロープ
年式 ： Ｈ２２年
走行距離： ５．8万km 車検： 受け渡し

165万円
グレード： ハイウェイスター チェアキャブ

リフタータイプ
年式 ： Ｈ２３年
走行距離： 0．2万km 車検： 受け渡し

グレード： スローパーＸ
年式 ： Ｈ２６年
走行距離： 0．8万km 車検： 受け渡し

108万円

128万円

グレード： スローパーＸ ＳＡⅢ
年式 ： Ｈ２９年
走行距離： 2．9万km 車検： Ｒ2年 1月

125万円

63万円
グレード： スローパー 後席補助席付き
年式 ： Ｈ２０年
走行距離： 5．7万km 車検： Ｒ2年 4月

グレード： Ｘ－Ｌウェルキャブ スロープ
タイプⅠ

年式 ： Ｈ２５年
走行距離： 4．0万km 車検： 受け渡し



昇降シート・回転シート

福祉車両在庫
その他の在庫はこちら！

49万円

グレード： ウェルキャブ 助手席リフトアップ
年式 ： Ｈ２４年
走行距離： 3．3万km 車検： 受け渡し

グレード： Ｘ ＤＩＧ－Ｓ アンシャンテ
年式 ： Ｈ２６年
走行距離： 1．6万km 車検： 受け渡し

89万円

69万円

33万円
グレード： ジョイポップ

ハイルーフ
年式 ： Ｈ１７年
走行距離： 6．3万km
車検 ： Ｒ2年 10月

グレード： ウェルキャブ Ｓアクセス脱着 Ａ 電動
年式 ： Ｈ２６年
走行距離： 3．8万km 車検： Ｒ3年 7月

グレード： 昇降シート
年式 ： Ｈ２３年
走行距離： 5．6万km 車検： Ｒ2年 7月

48万円

105万円

グレード： ウェルカムシート
年式 ： Ｈ２１年
走行距離： 6．4万km 車検： 受け渡し



ゴールド
AX-B10
GD
JAN:45152
87012166

シルバー
AX-B10 SV
JAN:45152
87012159

ローズ
AX-B10 RO
JAN:451528
7012173

ワイヤレスイヤホンマイク

ｼｶﾞｰﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ
携帯タイプ

シルバー
AX-B10F SV
JAN:4515287020
918

ブラック
AX-B10F BK
JAN:4515287020
901

施行日：2019年12月1日

12月から必ず、必要

になります‼



2020年1月版

車両保険金額が50万円を下回る場合は、その
車両保険金額に応じて保険料が下がります。

噴火噴火 津波津波地震地震

50万円
特約保険料

保 険 金 額

＜年間（一括払の場合）＞

5,000円

地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペ
ンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自
動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面
を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一
時金として50万円（車両保険金額が50万円を下回る場合は
その金額とします。）をお支払いする特約です。

1. この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は
損保ジャパン日本興亜に移転しません。

2. 保険金額は50万円を超えて設定することはできません。

ご注意

による損害は
補償されません！！

津波車両全損時一時金特約火 津噴火・津地震・噴 特特損震・噴火・津波車両全損両両両全損車車噴火・津波車 時時時時津震・噴火・津波波波火火地 金全震・噴火・津波車両全 時時時損時一時噴地 損損時一時金特噴火・津波車両全損時一時全損波車地震・噴火・津波車両全損時一時金波車両全損波車両全損時一時金特地震 車車・地震・噴火・津波車両全損時一時金特火火・津波車両全損時一時金金波波津津 全全全 時波 全損損全全全全全損 時津波津波 損損波車車津波車両全損時 時車地震地震・噴噴火火噴火・津波津津波津津津津波波津波波波波車車車波車車車車車車両全両両両両両両両全全全全全損全損全損時時時時一時時金時時金金特約約約特約
すると、帯す付付を付帯付付 するを とる付付を付帯すを付帯すすると、 安心いざというときも安うざといいい いざといういいざといいう 安もと 心心心きもきも安心ときも安心安心!!!!

地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
を付帯すると、いざというときも安心!!

地震・噴火・津波車両全損時一時金特約

SGP



皆様、寒さ厳しい季節をいかがお過ごしでしょうか？

昨年は、私どもの会社が８０周年を向かえ、記念式典を開催いたしました。早いもので、あ

れから１年が経ちます。実はあの冬に当社でインフルエンザが蔓延しまして、一時社員の半

数が寝込んでしまった状況でした。皆様も十分にご注意ください。

今シーズンのインフルエンザの傾向ですが、若干妙な傾向が当初から現れていました。

といいますのも、世界的に大流行した2009～2010年（平成21～22年）のシーズンに似た形

で推移しています。（令和1年11月現在）

下のグラフをご覧ください。

2009年と2019年だけが早いうちに動き出してきています。

まだインフルエンザにかかっていない方は、十分に予防して頂いて、かかってしまった方も、

再度かからないように予防してください。

予防法として、よく言われることですが、次のようなものがあります。

インフルエンザに負けるな！

2009年～2019年のインフルエンザ感染者数の週ごと推移

大流行した2009年と
同じような動きをしている



予防三種の神器

◆ 手洗い

よく言われる、「うがい」ですが、調べてみると意外と効果は

薄いようで、世界的には「うがい」はあまり普及していない

ようです。一方「手洗い」のほうは効果があるようで、さまざまな

人が手にする物（ドアノブ、パソコン、マウス、お金等）を

触り、その手で飲食することにより、感染する可能性がある

といわれています。外出先から戻ってきたら石鹸で手洗いをしましょう。

◆体調管理

インフルエンザは免疫力が弱っていると、感染しやすくなります。

さらには、感染したときには症状が重くなってしまう恐れもあり

ます。普段から十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、

免疫力を高めておくことが重要です。

◆ 予防接種

インフルエンザワクチンを打つことで、発病の可能性を減らす

ことができ、また最も大きな効果として、重症化を予防する

ことが期待できます。接種回数は、13歳以上は原則1回、

13歳未満の方は2回となります。

※ワクチンを打っていてもインフルエンザにかかる場合が

あります。当社では、予防接種の補助制度があります。

ありがたいことです。皆さんの会社等でもあるかもしれません

ので、ご存知でない方は一度確認されてみてはいかがでしょうか。

当社も全員が受けているわけではありませんが。

ちなみに昨年当社で大流行したインフルエンザに、

最初にかかったと思われる者は、予防接種を受けていました。

十分な対策を行い、素敵な年始をお過ごしください！

インフルエンザに負けるな！



MIZUTANI LEAFLET VOL.36

福祉車展示場

ミズタニは

が可能です！！

詳しくは経済産業省
キャッシュレス決済専用サイトにて

消費者還元対象期間：2019年10月～2020年6月

12月2日（月）～6日（金）までの5日間、京都府立洛水高等学校の学生3名が
インターンシップに来てくれました。

○1日目と2日目は整備工場にて
「車検整備、法定点検の説明」や「オイル交換等メンテナンスの重要性の説明」
などの仕事内容の説明から、
「タイヤの組み換え」、「発炎筒を使用体験」、「オイル交換」など、
実際に作業もしてもらいました。

○3日目から5日目までは
お客様への訪問や京都運輸支局へ車検証更新の同伴、展示車の洗車や仕上げ作業の手伝いを
してもらったりと営業関係の体験をしてもらいました。

各仕事の中で、企業活動がお客様の日常生活や業務を支え、社会に貢献していることや
働く意義を感じられるようになってほしいと伝えました。

朝は所定時刻より20分ほど早く出社し、
担当者の指導を律儀に守って
挨拶を丁寧にしてくれたり、
とても真面目な学生さんたちでした。
若者の車離れが進む昨今、少しでも
私たちの業界の社会的意義を
感じてくれたらと思います。 修了式

インターンシップ受け入れしました！

顧客訪問

展示車の説明


