
㈲ミゾロギ自動車商会
平塚市錦町17-11 0463-21-1634
㈲小野モーター商会　平塚湘南店
平塚市真田2-17-27 0463-79-5500
㈲小野モーター商会　平塚中央店
平塚市中原3-18 0463-37-5227
㈱くるまる
平塚市豊田本郷1695-1 0463-31-8825

(株)ヨシオカ
秦野市堀西7-5　 0463-85-0737 

㈲ミナミオート
秦野市尾尻579-1 0463-81-9205

スズキオート相模
秦野市曽屋687 0463-81-6266
㈲山口自動車整備工場
秦野市曽屋93-2 0463-75-1315
㈲村上モータース
秦野市戸川928-6 0463-75-0507

スズキ販売ワタナベ
伊勢原市白根616-1 0463-94-5386
㈲ファミリーオートサービス
伊勢原市高森1183 0463-92-5537浦井商会

小田原市早川1丁目4-13 0465-22-2943
12日（月）休み

西村モータース　穴部店
小田原市穴部537-1 0465-66-2115
たかすけ自動車
小田原市板橋199 0465-22-7711
(株)オートプラザ小田原
小田原市矢作23 0465-48-0454

12日（月）休み

カートピア片山
小田原市曽比2730-2 0465-36-9350
(有)星野自動車
小田原市東町1-5-8 0465-35-5057

㈲川本モータース
南足柄市中沼559 0465-71-1123
㈲三橋自動車
南足柄市壗下1027-17 0465-74-5260

スズキオート秦野中井
足柄上郡中井町比奈窪89-1 0465-80-1601

スズキオート足柄
足柄上郡大井町金手1062-1 0465-82-3366

スズキアリーナ丹沢
足柄上郡山北町山市場194-1 0465-77-2244

㈲杉本自動車整備工場
足柄上郡山北町山北3400 0465-76-3976 

イケダオート　開成店
足柄上郡開成町みなみ5-5-5 0465-82-2344
㈱ボンズシップ　
足柄上郡開成町宮台63 0465-82-0966

㈲湯本モータース
足柄下郡箱根町湯本99 0460‐85‐7325

㈱カトー　二宮営業所
中郡二宮町中里907 0463-73-0081

㈲石井自動車整備工場
足柄上郡松田町寄3262-2 0465-89-2006

スズキオート大和
綾瀬市深谷上2-2-2 0467-70-5500

スズキアリーナ茅ヶ崎㈱
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-50 0467-87-1883

㈲ナガシマ・オート・サービス
茅ヶ崎市萩園669-3 0467-87-1733

スズキ海老名ショップ店
海老名市東柏ヶ谷6-23-23 046-292-3800

スズキカーズアイランド座間
座間市栗原中央3-25-31 046-206-5960

MS　246　ZAMA
座間市ひばりが丘4-18-3 046-254-1100

スズキ自動車販売相模原南
相模原市南区新磯野2360-1 042-748-4516

㈲山中自動車商会
相模原市中央区田名9295-8 042-778-2525
㈱ビービー
相模原市中央区相生2-15-5 042-756-4371

㈱ヤマザキ
相模原市中央区東淵野辺5-8-13 042-754-5739

㈲小坂モータース
相模原市緑区川尻1962-4 042-782-4188
スズキアリーナ相模原
相模原市緑区二本松4-22-37 042-772-9662
マエダカーパビリオン
相模原市緑区与瀬本町46 042-684-2631
久米自動車㈱
相模原市緑区中野1768-1 042-784-0685
㈲みのわモータース
相模原市緑区長竹1128 042-784-0440

㈱愛川スズキ販売
愛甲郡愛川町中津4644-5 046-285-1898
㈲ミナミ
愛甲郡愛川町半原543 046-281-2821
渡辺オートサービス㈲
愛甲郡愛川町半原2328-1 046-281-5151

（株）ＣＡＲ牧場　本店
厚木市関口７３－１ 046-245-9610

スズキアリーナ東名厚木インター
厚木市酒井３１８３ 046-226-6610

第十興産㈱　ユーピット秦野店
秦野市平沢265 0463-81-7600

スズキアリーナ湘南ひらつか
平塚市田村6-23-2 0463-55-8108

㈲澤地自動車
小田原市東町1-2-27 0465-30-1555
スズキアリーナ湘南おだわら
小田原市成田426-2 0465-39-2950

スズキ湘南自動車センター
藤沢市立石2-5-1 0466-82-7633

エスＳＨＯＰ湘南　秋葉台店
藤沢市石川6-24-13 0466-89-0015

スズキアリーナ辻堂
藤沢市辻堂元町4-9-21 0466-33-3633

スズキアリーナ湘南ふじさわ
藤沢市下土棚2108-1 0466-47-6464

㈱セイロモータース
厚木市岡田2-13-52 046-229-0216

(有)ソルオート販売
厚木市金田351-2 046-224-1733

（株）ＣＡＲ牧場　Ｄ＆Ｓコラボ店
厚木市下荻野１２４７－１ 046-243-5110

スズキアリーナ湘南あつぎ
厚木市妻田北1-9-20 046-223-0023

スズキアリーナ湘南さがみはら
相模原市中央区東淵野辺4-1-20 042-730-3590

スズキアリーナ湘南はしもと
相模原市中央区宮下本町3－38－7 042-774-6704

スズキアリーナ湘南やまと
大和市下鶴間2－1－11 046-240-0020

スズキアリーナ湘南やまと南
大和市下和田810-1 046-204-5001

スズキアリーナ湘南あやせ
綾瀬市深谷中6-17-6 0467-71-5366

スズキアリーナ湘南やべ
相模原市中央区矢部３－２８－１４ 042-759-0181

スズキ自販湘南平塚中古車センター
平塚市大神945-1 0463-54-1414

※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ください。※写真はイメージです。

ご成
約特典

1
ご来場

プレゼント

ご成
約特典

2 期間中、ご来場
いただいたお客様に期間中、

ご成約いただいた
お客様に

※オプションプレゼント金額はすべて部品代+取付
費の合計で消費税を含みます。プレゼント金額を
超える代金については、ご成約者様の負担とさ
せて頂きます。また、総額がプレゼント金額に満
たない場合の返金または値引きはできません。
詳しくは、スタッフにお尋ねください。 ※新車に
限ります。 ※全ての純正ナビにも使用できます。

2WD1,200cc CVT

ソリオ バンディット 
HYBRID MV
FSVB-J
PHOTO ： ピュアホワイトパール

2,028,400円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD CVT車

19.6km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD1,400cc 6AT

スイフト スポーツ
VBRK-J2
PHOTO ： チャンピオンイエロー4

2,088,900円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD 6AT車

16.6km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

※MT車はサポカー補助金6万円

2WD660cc CVT

スペーシア ギア 
HYBRID XZターボ
ZTZB-J2
PHOTO ： アクティブイエロー
ガンメタリック2トーンルーフ

1,808,400円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD CVT車

19.8km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD660cc CVT

スペーシア カスタム
HYBRID XSターボ
ZTXB-J2
PHOTO ： ピュアホワイトパール
ブラック2トーンルーフ

1,901,900円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD CVT車

19.8km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD660cc CVT

ハスラー 
Jスタイル
HBJB
PHOTO ： フェニックスレッドパール
ホワイト2トーン

1,595,000円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD CVT車

25.0km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD1,200cc CVT

ソリオ G
FBGE-J
PHOTO ： スピーディーブルーメタリック

1,581,800円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD CVT車

19.0km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

2WD660cc CVT

スペーシア 
HYBRID X
ZBXB-J2
PHOTO ： 
チアフルピンクメタリック

1,524,600円
（
税
込
）

車両本体
価　　格

2WD CVT車

21.2km/L

燃料消費率
（国土交通省審査値）

マイルドハイブリッド マイルドハイブリッド マイルドハイブリッド マイルドハイブリッド マイルドハイブリッドマイルドハイブリッド 1.4L 直噴ターボ

お客さまと従業員の「安心・安全・清潔」をお約束します。
お客さま・店舗スタッフの健康・安全を第一に考慮し、適切な感染症対策を行いながらスズキの日を開
催いたします。これからもスズキグループは、お客さまのカーライフを全力でサポートしてまいります。

3万円分（税込）プレゼント

※ジムニー、ワンプライス車、あんしんパックは除く。

期間中軽自動車ご成約で

5万円分（税込）プレゼント

※ジムニーシエラ、ワンプライス車、あんしんパックは除く。

期間中小型車ご成約で


