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オリジナルキーホルダー
プレゼント! ※オイル交換は有料となります 

※プレゼントはオイル交換1台につき、1個とさせて頂きます。
　数に限りがございますので、万一品切れの際はご容赦ください。 
※詳しくはスタッフまでおたずねください。　期間2019年1月末まで

と同時に

でオイル交換
していただいたお客様に

スズキ純正エンジンオイル

ECSTAR F
エ ク ス タ ー 　 エ フ

この
のぼりが
目印!!

茨城県副代理店

スタッフ全員で、みなさまの
お越しをお待ちしております。

10 有限会社 栃木自動車整備工場
古河市尾崎１１４４

☎0280-76-0131

地域ナンバーワン！！愛車のご購入・
サービス・保険ご相談ください

11 有限会社 寺崎商会
古河市東４－１６－１５

☎0280-31-3578

新型クロスビーとスペーシア登場! 
お得な買い方ご提案します!

08 有限会社 ハマノコーポレーション
筑西市榎生１－１－１

☎0296-24-4678

スタッフ一同、お客様のご来店を心か
らお待ちしております。

09 有限会社 平間自動車
結城市山川新宿６３－７

☎0296-35-1774

ジムニー、スイフトスポーツ、スペーシ
アカスタム等試乗できます。

12 スズキオート 株式会社
下妻市本宗道９６６

☎0296-43-1122

車選びやカスタム、メンテ等お客様の
未来を一緒に考えたいです！

13 境スズキ販売
猿島郡境町伏木１３２０－２１

☎0280-81-1339

気軽にお立ち寄り下さい。皆様のご来
店を心よりお待ちしております。

14 有限会社 張替モータース
坂東市沓掛１５７４－１

☎0297-44-2251

当店は茨城県初フラット７導入店で
す。何でもご相談下さい!!

17 株式会社 カーショップドンキー
つくばみらい市筒戸１４０８－４

☎0297-52-5535

買って安心! お客様に笑顔と
満足をお届けします。

16 スズキトラスト 株式会社
坂東市大谷口１０９４－８

☎0297-38-0081

2日間
開催!
2日間
開催!

クリスマスフェア!茨城県スズキグループ合同

新車ご成約特典❶新車ご成約特典❶

B
コース

A
コース

ＥＴＣ車載器
※写真はイメージです。※ETCセットアップは別途。　※ETC2.0車載器は対象外となります。

カタログギフト
全国の有名グルメやブランド品がズラリ!!

又は

※写真は
イメージです

※写真は
イメージです

※数に限りがございます、品切れの際はご容赦下さい。
※プレゼントは1組様おひとつとさせて頂きます。

選べる豪華商品!スズキから一足早い
クリスマスプレゼント

!スズキから一足早い
クリスマスプレゼント

!

新車ご成約特典❷新車ご成約特典❷ オプションプレゼント

3万円分
スイフト・ソリオ
（スイフトスポーツを除く）

クロスビー・
イグニス

ご成約
なら

軽自動車
（ジムニーを除く）

ご成約
なら

スズキ純正オプション スズキ純正オプション

５万円分
（税別） （税別）

大好評実施中!!大好評実施中!!

2017年以降の

あなたのおクルマをより快適に! プロの技術
で

しっかりチェック
!!

期　間

2019年1月末まで

15項目の無料点検を
実施します!!
是非この機会を
ご利用ください

伸縮自在!
ハンディーモップ

2個セット

期間中ご来場頂いた方へ

ご試乗プレゼント!ご試乗プレゼント!

ご来場プレゼント!ご来場プレゼント!

メガ盛りカレー
ボリュームたっぷり
ガッツリ
300g!

※プレゼントは1組様おひとつとさせて頂きます。※数に限りがございます、品切れの際はご容赦下さい。

25
結城市結城６２５９－１

スズキアリーナ下妻南04
下妻市亀崎３４８４－１

☎0296-75-4123

お車のことなら当店へ。
皆様のご来場心より
お待ちしております。

新型クロスビー、スペーシア
スイフトスポーツ
 ご試乗できます！

☎0296-45-1801

スズキアリーナ三和03
古河市東山田６７８－２４

☎0280-76-1069

スズキアリーナ稲敷07
稲敷市佐倉１２６６－２

☎029-892-2959

スズキアリーナ筑西02
筑西市折本４４９－３

☎0296-21-0661

スズキアリーナ土浦北06
土浦市大畑１５９５－１０

☎029-830-6200

スズキアリーナ桜川01
桜川市長方１１９５－２

スズキアリーナかすみがうら中央05
かすみがうら市下稲吉1622－65

☎0299-59-0006

新型ジムニー、スペーシア
展示車あります

是非お越しください！

国道２９４号バイパス沿いの
お店です。 新車・中古車

多数展示中！

おかげさまで
50周年を迎えました。
50周年特別企画実施中。

創業55周年記念です！
精一杯おもてなし
させて頂きます！

最高の笑顔でおもてなし。
元気に営業中!!

☎0296-34-6010 ☎0296-30-5381

お値段はご相談下さい。
全力で頑張ります。

☎0297-47-8611

大変お得な２日間！
ご来店お待ちしております！

茨城県アリーナ店

スズキ自販茨城

大試乗会開催中！
皆様のご来店心より
お待ちしております☺

土曜日のみ
開催

スズキアリーナ結城 26
下妻市堀篭１３１４－１

大好評スズキの日！
試乗車多数あります!!

スズキ自販茨城 下妻営業所 27
つくば市吉瀬１７８１－１

大好評のスズキの日！
試乗車多数あります！
是非ご来店ください！
☎029-863-5931

スズキアリーナつくば 28
つくば市研究学園４－１－６

大変お得なスズキの日！
ご来店心より

お待ちしております！
☎029-868-7550

スズキアリーナつくば研究学園

29
牛久市上柏田３－４５－４

今年最後のスズキの日！
是非ご来店下さい！

☎029-870-5121

スズキアリーナ牛久 30
守谷市本町３２２２－１

スズキアリーナ守谷 31
龍ケ崎市中根台５－１３－１６１

☎0297-60-8311

スズキアリーナ龍ヶ崎

新型ジムニー試乗車あります。
お気軽にご来店ください。

18 株式会社 宇田川コーポレーションカーテクノＵＤＡＧＡＷＡ
土浦市真鍋２－１－４１

☎029-822-7611

スタッフ一同お客様のご来店
お待ちしております。

19 ＪＡ土浦自動車センター小野自動車
かすみがうら市深谷３４１８－１

☎029-897-0145

土曜日のみ
開催

お客様のカーライフを
スタッフ全員でサポートします！

21 有限会社 丹羽自動車整備工場
つくば市要７０－１

☎029-864-0215

人と人の繋がりを大切に、安心と安全
をご提供致します。

22 （有） ヤングガンズ 新車館
つくば市大貫２３５

☎029-886-5544

小さなお子様のプレゼントも用意し
てます。ご家族でおこし下さい。

23 有限会社 ピーエムサービス自動車整備工場
龍ケ崎市貝原塚町３９８１－１

☎0297-84-1123

スタッフ全員で、みなさまの
お越しをお待ちしております！！

24 スズキ販売取手 有限会社シバサキ
取手市野々井１９７０－１

☎0297-70-2600

皆様のご来店、心よりお待ちしており
ます。

15 岩井農業協同組合
坂東市岩井２２２９

☎0297-35-8339

土曜日のみ
開催

地元密着型で、アットホームなお店
です。お気軽にお越し下さい。

20 有限会社 青宿商会
稲敷市高田３４２６－７

☎029-892-2163

※オプションプレゼント金額はすべて部品代+取付費の合計です（税別）。 オプションプレゼント金額を超える代金についてはご成約者の負担とさせていただきます。
　また、総額がオプションプレゼント金額に満たない場合の返金・値引きは出来ません。詳しくはスタッフにおたずね下さい。

※フロアマット・ドアバイザー・ボディコートは対象外となります。 ※特別ワンプライス車は対象外となります。
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