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たくさんの犬が楽々乗れる広
さがあって快適
アミティに乗る前は、三菱デリ
カに犬９頭、人４人乗って、とて
も窮屈な旅をしていました。昔か
らキャンピングカーは欲しかった
のですが、価格的に手が届かない
と思っていました。
しかし、元々バンコンに乗って
いた主人からＡｔｏＺさんのこと
を教えてもらい、京都から埼玉ま
で見学に行きました。そして、値
段と乗り心地を確認して即購入し
ました。おかげさまで、思い立っ
たときに家を出て、道の駅や日帰
り温泉を利用しながら気楽な旅
を楽しんでおります。もちろん、
犬たち
全員が
楽々乗
れる広
さがあ
る の で、
みんな
快適で
す！

日光街道

東北自動車道

☎ 059-367-7373

☎ 06-6841-4445

◆ 大阪キャンピングカーフェア2017～秋の大商談会～

ベントを機に東京キャンピング
春日部キャンピングカーフェ
カーレンタルセンター（以下、
アも開催！
東京ＣＲＣと表記）とＡｔｏＺ
が提携して“最新型アミティ” ７月８日
（土）
と９日
（日）
には、
のレンタルを開始しました。
アピタ岩槻店にて東京キャン
イベント中、多くのご家族が ピングカーショーのアンコール
アミティレンタルについて質問 として春日部キャンピングカー
されており期待の高さが伺えま フェアが開催されました。
「キャ
した。
「購入前にアミティに乗っ ンピングカーショーに行くこと
てみたい」
「一度アミティで家族 ができなかった」
「試乗をしてみ
旅行をしてみたい」ということ たい」という多くのご家族に、
であれば、AtoZのホームペー 暑い中ですがお越し頂きました。
ジ経由でお申し込みすると割引
実は今回を持ちましてアピタ
クーポンが使えます。台数には でのイベントは最後となってし
限りがありますので、ハイシー まいました。 回も開催された
ズンでのお申込みはお早めに。 事に驚きではありますし、遠い
詳しいレンタル内容を知りた 所からわざわざ足を運んで頂い
い場 合は、東 京ＣＲＣのホー た方に感謝を申し上げます。
ムページ又は（ＴＥＬ：０３―
ですが心配はいりません。８
６４５０―５８１６）へご連絡 月 日（土）と 日（日）埼玉
をお願いいたします。
県春日部市の庄和総合公園で引
き続き〝
【第 回】春日部キャン
ピングカーフェア〟が開催決定
となりました。新しい場所でど
のようなイベントになるかご興
味ある方はお気軽にお越しくだ
さいませ。

〒560-0035
大阪府豊中市箕輪2-13-43
営業時間 10：00～19：00

最新情報はコチラ

〒510-0256
三重県鈴鹿市磯山3-10-30
営業時間 10：00～19：00

AtoZ

大阪営業所

◆ 神奈川キャンピングカーフェア in 川崎競馬場

東京キャンピングカーショー特集！
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http://www.atozcamp.com

鈴鹿展示場

◆ アンソニー 先行公開 at 春日部展示場

豊春駅

東岩槻駅

◆ 春日部キャンピングカーフェアin庄和総合公園

4

9 / 16（土）. 17（日）

◆ AtoZ祭り at 春日部展示場

類のレイアウトモデルとアレン ファニチャー、かわいい食器や
キャンピングカー
を展示し、多くのご家族にお越 照明、そしてオシャレな柄のファ
ブリックでコーディネート。会
夏の祭典開幕！ し頂きました。
場に来ていただいたご家族から
テーマは〝グランピング〟
は「自然の中で家族とゆったり
去る７月１日（土）と２日（日）
、
去 年 辺 り か ら「 グ ランピン 過ごしているイメージが湧きま
東京ビッグサイトにて『東京キャ
「キャンピングカーを買っ
ンピングカーショー』が開催さ グ（グラマラス×キャンプの造 した」
」という言葉が浸透し始め、 たら、こんな可愛いグッズを揃
れました。今回も全国からメー 語）
カーやビルダーが大集結。Ａｔ 今年はそれが加速しています。 えたいね」という声も。
みなさん夢を描いていて幸せ
ｏＺブースでは、アミティ４種 AtoZでもキャンピングカー
を用いた少し贅沢な旅行をイ そうな笑顔でした。
すでに展示車の真似をしてい
メージしてブースの飾り付けを
ただいているオーナーさんもい
行いました。
展示については引き続きイン るとのことで、ぜひ購入した際
テリアコーディネーターの小島 には参考にしてみてはいかがで
真子氏にご協力頂き〝見ている しょうか。
だけでちょっとリッチな気分〟
後悔しないための
になれる空間を作り上げてもら
レンタカー活用術
いました。
特にオーニング周りのディス 「購入する前に、同じキャン
プレイにはこだわっており、ア ピングカーに乗ってみたい」と
ウトドア用の椅子や机などの いう声は意外と多く、今回のイ

3

AtoZの理念と合致し採用す
ることになりました。
走行中一番怖いのが突然の
バースト。下手をすれば横転し
てしまう大事故に繋がります
が、ダブルタイヤでしたらその
危険性はある程度減らすことが
できると思ってます。もちろん
シングルタイヤも選べますよ。
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9 / 2（土）. 3（日）

9 / 23（土）. 24（日）

『新型アンソニー』間もなく公開！
3

ド〟
〝マルチルーム〟などの使
い勝手の良いベーシックなレイ
アウトとなってます。そして
アーデンより大きくなった〝バ
ンクベッド〟
。なんと大人３人
まで就寝できる空間を確保して
おり、さらに跳ね上げ式の為、
走行中荷物が飛び出ないで収納
できる設計になってます。

ベース車はキャンピングカー
に適したトヨタ『カムロード』
。
新型になり、リアダブルタイヤ
が選べることになった事で走行
安全性を重要視したいという

春日部展示場にて先行公開！

イベント情報
イベント
情報

本社 春日部展示場
☎ 048-760-5668

8 / 26（土）. 27（日）

AtoZ

春日部
展示場

8 / 19（土）. 20（日）

春日部
陸運事務所 GS ミニストップ

岩槻
IC

〒344-0042
埼玉県春日部市増戸862-3
営業時間 10：00～19：00

『アミティーズ』
とはAtoZ製キャン
ピングカーのオーナー様中心の
サークルになります。
この度フェイスブックでの運用が
始まりました。
オフ会情報なども告知されます。
気になる方はチェック！→

～実験を終えて～

東武アーバン
パークライン

AtoZ SHOP 情報

Owner's voice

今月のオーナー様からの声

T さま（40 代）
犬種：シェトランドシープドック
ポメラニアン

検証の結果、ひんやりとまではい
きませんがダイネットで過ごす分に
は問題ないレベルまで温度を下げる
ことができる！ということが分かりま
した。ただし、場所によりむらがあ
るので扇風機などで空気を循環させ
るとより良いと思います。そして、注
目して欲しいのはむしろ『湿度』
。時
間が経つにつれ体がベタベタしなく
なり、これが快適性に大きく貢献し
ているのが実感できました。参考に
してみてくださいね。
以上、
教えてＡｔｏＺでした。では！
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VOL.20
安全な走行へのこだわり
～ダブルタイヤが標準仕様～

記念すべき初代アンソニー
ベース車はハイエーストラック
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天気は曇り、外気温 35℃、室内
温 度 33℃、湿度 53％でスタート。
天井のマックスファンはハッチを閉め
内気で循環するように回しておきまし
た。
正午から 60 分という短い時間の
計測でしたが結果はグラフをご覧下
さい。折れ線グラフが温度、棒グラ
フが湿度となってます。場所により
温度の下がり方に差が出ているのが
分かります。
８月も後半に入ってくるこの季節、
まだまだ暑い日々が続きますね。購
入の際悩むのがキャンピングカーの
暑さ対策ではないでしょうか？
アミティＬＥにクーラーが標準搭載
されたという事で気になっている人も
多いのではないかと思います。
「で、
結局冷えるの？」という疑問の声も多
く頂きます。そこで、今回は小型クー
ラー『クレクール V』の性能を検証
したいと思います。

《時は来た！》

21

クレクール本体の表示では 33℃
→ 28℃まで下がりました。吹き出し
口から近い場所、低い場所の方が温
度は下がりやすく、バンクベッドはな
かなか下がらない結果となりました。
続いて湿度を調べてみたところ
53％→ 39％。こちらは急激に下がっ
ていきますね。その証拠に室外機の
下は除湿した排水でビチャビチャに
なってました。

暑い夏！小型クーラーは本当に効く !?

教えてＡｔｏＺ！

「男性も女性も楽しめる少し贅沢な
旅行をイメージしました」小島

時は1996年、世間は安室
奈美恵のマネをするアムラーや
プリクラが盛り上がっていたこ
の年、初代アンソニーは誕生し
ました。あれから 年・・・。
時代の時々に現れては去って
いった『アンソニー』ですが、
この夏、 代目として復活しま
す！
サイズはアミティよりも１回 いミドルサイズです。
レイアウトの特徴としまし
り大きく、先日引退したアーデ
〝二段ベッ
ンとほぼ同クラスの全長5M近 て、〝大きなキッチン〟
4

ＡｔｏＺ公認車両のアミティ。右上のマークが
目印です。あなたの街で見かけるかも！？

新型アンソニー 1 号車初対面。シェルが
コンテナから降ろされてされています

26

アミティ先輩復活！！

昔の瓦版で連載していた伝説の 4
コマ漫画がカラーになって遂にリ
メイク！無口な先輩とシュールな世
界観。アミティ先輩とは何者なの
か？謎多き日常に迫ります！

９月のイベントに先駆け
て、春日部展示場にて８月 日
（土）
、 日（日）の２日間のみ
新型アンソニーのお披露目を行
います。少しでも気になる方は
ぜひ春日部展示場まで足を運ん
でみて下さい。
27
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