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車検 税金

メンテナンス 諸費用 自賠責保険

車両代

全部コミコミ！

あとはガソリン代だけ！

スズキ スペーシア
車両本体価格：1,298,000(税込)

ボーナス時支払い(14回)：66,000円(税込)

月々支払い(84回)：11,000円(税込)

ホンダ N-BOX
車両本体価格：1,339,800(税込)

ボーナス時支払い(14回)：61,050円(税込)

月々支払い(84回)：11,000円(税込)

ダイハツ タント
車両本体価格：1,331,000(税込)

ボーナス時支払い(14回)：57,7500円(税込)

月々支払い(84回)：11,000円(税込)

普通車も全部コミコミできます！



今ならご登録頂いた方全員にいずれかをプレゼント！
ご来店時にスタッフに画面をご提示下さい。

ミズタニより大事なお知らせ

ミズタニメンバーズ制度を廃止します。

この度、これまでお客様にご利用いただいておりました、ミズタニメ
ンバーズのサービスを6月30日をもちまして終了させていただくこと
となりました。
弊社では、お客様へ車販・整備・車検・鈑金・保険など車に関わる
サービスをご提供させて頂いている中で、様々な社内体制を見直
し、よりご満足頂けるトータルカーライフサービスを実現する為、
今後は新たなサービスとして、LINE公式アカウントを活用し、ご登
録いただいたお客様限定の特別な情報を発信させていただくこと
になりました。

LINE公式アカウントはコチラからご登録ください!

点検・オイル交換も
LINEで簡単予約！

マスク アルコール
除菌

ウエットシート

※イメージ画像です。実際は異なる場合がございます。



軽自動車
普通車

2,000㏄未満
普通車

2,000㏄以上

6ヵ月点検・12ヵ月点検・オイル交換4回・
次回車検特別値引き3,000円が付いて

定価14,400円が35%OFF

4,980円（税抜）
定価19,200円が31%OFF

5,980円（税抜）
定価21,600円が37％OFF

7,980円（税抜）

オイル交換優待チケット

エンジンオイル交換の重要性

交換目安：3,000～5,000kmごと、または半年ごと

そんなに距離乗らないから大丈夫と思っていませんか？

エンジンオイルは空気に触れるだけで劣化します！

最低半年に1度はエンジンオイルの交換が必要です！

エンジンオイルを交換しないと・・・
・ 燃費が悪くなる
・ 加速が悪くなる
・ 長く交換していない場合、最悪エンジンが壊れることも。。

エンジンの修理には高額の費用と長い期間が必要です！！ ！

ミズタニのお得なオイル交換パック

※法人のお客様はご購入いただけません。
※オイル交換時に引き取り納車は行っておりません。



ガソリン

満タン
納車！

BOXティッシュ

３セット
前・後ろ両方録画！

ドラレコセット

グレード： タイプＳ Ｒ
年式 ： Ｈ１８年
走行距離： 8．7万km

13.9万円
グレード： ＦＸ
年式 ： Ｈ２５年
走行距離： 2．8万km

49.9万円

グレード： Ｌ ＳＡ
年式 ： Ｈ２７年
走行距離： 6．0万km

59.9万円

7/1～7/31
ご成約で
プレゼント

フェア期間中上記対象車６台をご購入の方に
通常2,750円~3,740円（1台）のクレベリン除菌を

無料で施工してご納車いたします！

グレード： １．５Ｇ
年式 ： Ｈ１８年
走行距離： 5．3万km

24.9万円

79.9万円
グレード： コンペティツォーネ
年式 ： Ｈ２４年
走行距離： 6．5万km

92.9万円
グレード： ２．０Ｓｉ
年式 ： Ｈ２４年
走行距離： 7．1万km

Ｒ２ ワゴンＲ

タント エアウェイブ

アルファロメオ ジュリエッタ ノア



ミズタニで行っているコロナウィルス対策について

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に心よりお見舞い
申し上げますとともに、1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。

新型コロナウィルスに対する当社の対応について

当社では、お客様と従業員、またその家族の安全確保を目的に、新型コロナウィルスの
感染リスク軽減に努めてまいります。ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

・接客時の従業員のマスク着用
・うがい、手洗いの徹底
・店内の定期的な消毒

・社内イベントの自粛
・店内に消毒用アルコールの設置
・非来店の取り組み

オンライン商談スタート！

ご自宅で在庫をチェック！

自宅でらくらくクルマ探し！

業界初！ミズタニの福祉車両は

福祉架装部 の ！１年間 保証付き
福祉架装部の故障にも、

ほとんどのケースで保証修理可能！！

さらに追加で1年追加保証も
ご準備しております！
福祉車両の在庫情報は

以下QRコードよりご確認ください！



明日から使える！クルマの豆知識

エアコンの上手な使い方！
今年の初めより流行した新型コロナウイルスのこともあり、外出を控えられている方

もいらっしゃるかもしれませんが、やはりどこか出かけるのに非常に便利なのは車かと
思います。暑さが厳しくなってきていますが、夏本番はこれから、エアコンを上手に
使って快適なカーライフを送ってもらえればと思います。

内気循環？外気導入？

エアコンを使う際に送られてくる風を内気循環で使うか、外気導入で使うかで、それ
ぞれメリット、デメリットがあります。

内気循環 外気導入

冷房暖房が効きやすい 窓の曇りを取りやすい

排気ガスが進入しづらい 換気ができる

燃費に良い 眠気の防止

花粉が入ってこない カビ臭さから守る

自宅のエアコンで想像してみてください。窓を開けてエアコンを使うと、なかなか
効きませんよね？そうするとエアコンは必要以上に動いて、電力がたくさんいります。
車で言うと、ガソリンを食ってしまう。窓を閉めきってエアコンを使うと、エアコン
がよく効きます。
ところが、家と違って車の中の空間は狭いので、そこに大人数が乗っていて内気循

環にしていると酸素濃度が低下します。そうすると眠気を誘発してしまいます。
内気循環のほうがエアコンの効率で言えばいいのですが、総合的に考えると、暑さ

が厳しくない時や外気が汚れている場合以外は外気導入にしておいたほうがいいよう
に思われます。走行状況等に応じて切り替えると一番いいのですが、なかなか忘れて
しまいがちです。車によってはオートエアコンにしておくと、自動的に内気外気を切
り替えて切れる便利なものもあります。
ちなみに自動車メーカーさんの意見としては基本、外気導入のほうがいいそうです。

パワーエアコンプラス

1) コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンのフリクションを軽減し、
エアコン使用時の燃費悪化とパワーロスを低減します。

2) 耐摩耗性・シール性・防食性を向上し、コンプレッサー・エキスパンション
バルブ・Oリング・ゴムホースなどエアコンシステムの耐久性を向上させます。

3) システム内部の汚れを取り除き分散させることで、熱交換率を高め、エアコン
の冷房効率を向上させるとともに、システム内の目詰まりを予防します。

4) 安定した強い油膜を形成し、コンプレッサーの作動音・振動などを
低減します。

3,850円



明日から使える！クルマの豆知識

エアコンの上手な使い方！
エアコンが効かない・・・

車屋がこんなことを言うのもなんですが、昭和～平成の初期のころはカーエアコンは
ある程度、壊れるものと言うものだとイメージがありました。連休明け、暑くなり始め
の頃等には、「エアコンが壊れた」と
電話が鳴ったものでした。
現在の車ではノートラブルで廃車になる
という車も多いと思いますが、全く無く
なったわけではありません。
この暑い中エアコンが壊れたら、と思うと
ゾッとしますが。熱中症の危険もあるので、
気をつけてください。
エアコンは「冷媒」を利用して「気化熱」
を発生させ、冷却しています。
たとえば、アルコールで湿らせた脱脂綿で
皮膚を拭くと、直後に｢スー｣と冷たく
感じるのはご存知でしょうか？この時の
アルコールが「冷媒」、アルコールが
蒸発する時に発生するのが「気化熱」
です。この原理を利用してエアコンは
冷風を出しています。
実際の車の内部で見てみますとエンジンの力を利用して動いているコンプレッサーで

圧縮され、高温高圧の状態になります。そこからコンデンサーと言うラジエター付近に
ついている、ラジエターに似たような形のところで走行風・及びラジエターファンによ
り冷やされ液化されます。液化された「フロンガス」がエキスパンションバルブで急激
に膨張させられることで低温低圧の霧状になり、車内にあるエアコンユニット内のエバ
ポレータに送られユニット内の空気が冷やされます。その後ブロアファンによる風によ
り各吹き出し口より冷風が出てくる仕組みです。周りの空気を冷やしたフロンガスはガ
ス状に戻り、再びコンプレッサーへ送られ、循環されます。
エアコンが効かないといった場合でも、ガス漏れ、コンプレッサーの異常、ラジエ

ターファンの異常等いろいろありますが、代表的なものはガス漏れではないでしょうか。
家庭のエアコンと違い、走行する車の中にあるので振動にさらされます。その振動など
によりエアコンの配管の接合部等からガス漏れが生じやすくなります。ラジエターファ
ンが動かなくなった場合も信号待ち等の停車時にエアコンが効かなくなりますが、その
際、ご注意いただきたいのが、同時にラジエターも冷却できなくなるので、エンジンの
冷却水の温度も上がってしまうので、オーバーヒートする可能性もあります。停車時に
エアコンが効かなくなる場合は、水温に気をつけていただいて、できるだけ早くご連絡
ください。その他、エアコンフィルター、エバポレータに埃等の汚れがたまると、冷え
が悪くなり、風も弱くなり、冷却効率も悪くなり、エアコン自体に負担がかかります。
このため、エアコンフィルターの定期的な交換をお勧めしています。
故障した原因にもよりますが、エアコン修理の場合、5万円以上の修理も珍しくあり

ません。あれ？と思われたら、早めにご相談ください。
エアコンが効いてないけれど、効きが弱いなと感じられた方は前頁の商品もお勧めし

ています。是非一度お試しください。



福祉車両館ＨＰミズタニＨＰ

エンジンオイルの交換や
法定点検のご予約は
こちらが便利です！！
※車検は対象外です

⇒のQRコードから
予約サイトへ

MIZUTANI Leaflet vol.38

京都を本拠地に活動するハンナリーズとミズタニで、「京都の為にできること」として、
皆様の「stay home」を楽しくしました！医療従事者の方へ感謝と敬意を表する企画

永吉佑也選手 鶴田美勇士選手 久保田義章選手

5月30日にYou tube ライブ配信されま

した。選手たちの何気ない会話と素
顔が見られます。是非ご覧ください！

5分20秒 永吉選手からのミズタニの紹介
28分30秒 ミズタニお得情報その①
45分20秒 ミズタニお得情報その②

で、協賛金の一部は京都府を通じて医療機関へ
マスクが提供されました。

Web予約

始めました
家では「髭男」を聴
きながら家事をする
4人の子育てに奮闘
中のママ。 業界未経
験ですが、やる気は
人一倍！！ テキパキ
仕事をこなしてくれ
ます。

ありかわ

フロント事務

スタッフ紹介


