オーナー参加型イベント
『ＡｔｏＺ祭り

鈴鹿」

がら、オーナーさん同士もお互
いのキャンピングカーを紹介し
つつ大いに盛り上がりました。
暑い暑い１日目が終わり、オー
ナーの皆さんはお風呂に行った
後、食事会。２日目に向けて英
気を養い、そのまま乗ってきた
キャンピングカーでぐっすりと
車中泊をされていました。
豪華景品が当たる抽選会
今回は出るか１等賞

当ったご家族の皆様には、ぜ 景品が当たるガラガラくじをご
ひキャンピングカーにのせて朝 用意しております。イベントに
食にパンを焼くのに使って頂け は、沢山のオーナーさんが参加
されますので、
キャンピングカー
ればと思います。
を選ぶ判断の つとしてこのイ
ベントをご活用下さい。

９月２３日、２４日開催！
ＡｔｏＺ祭り in 春日部

車中泊の寝心地は最高で快
適、親孝行旅行が出来ました！
ア ミ テ ィは キ ャン ピン グ
カーショーに行って知ったの
ですが、価格がとても安かっ
た事と担当者さんの人柄と笑
顔が良かったので、購入を決
意させてもらいました。実際
に乗ってみて、以前持ってい
たハイエースと比べて車中泊
の寝心地は最高で快適、親孝
行旅行も出来ました。それと、
友人とのバーベキューでも大
活躍し、野外での食事の回数
も増えました。手頃な価格だ

豊春駅

日光街道

東武アーバン
パークライン

AtoZ

東岩槻駅

東北自動車道

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

◆ 名古屋キャンピングカーフェア2017 Autumn

☎ 059-367-7373

☎ 06-6841-4445

10 / 7（土）. 8（日）

し内装もいいのでとても気に
お祭りにて、お見積もりとご
最 後 にお 知 ら せで す。９月
入っています。
契約をして頂いたご家族の方に
日（土）
、 日（日）に春日部
さま（ 代 サービス業）
は、豪華景品が当たるガラガラ 展示場にてＡｔｏＺ祭りを開催
また、会場では新型アンソニー
くじを引いていただきました。 いたします。もちろん、春日部 も展示しており、アミティとの い本当にご家族にあったキャン
１等はまるでパン屋の窯から 展示場でも、お見積もりとご契 内装の見比べもできますので、 ピングカーを探すためにも、ぜ
出したばかりの焼きたての味を 約をして頂いたご家族には豪華 パンフレットだけでは分からな ひいらしてください。
再現できる魔法のトースター
「バ
ルミューダ ザ・トースター」
。
今回も当たりが出そうで出な
いモヤモヤ感が漂っていました
が、２日目遂に「カランカラン」
と素敵なベルの音が鳴り響きま
した。

装を選べるようになっていると
ころ。春・秋をイメージしたマ
リーゴールドのような〝橙香〟
、
夏の浜辺で過ごすスローライフ
をイメージした〝朱夏〟
〝銀花〟
は、心も体もあたたかい冬旅を
イメージしています。
それぞれのテーマに沿った素
材やデザインを取り入れたこと
で、新型アンソニーのインテリ
アは、落ち着きと安らぎを感じ
られる空間となりました。

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

最新情報はコチラ

大阪営業所

AtoZ

鈴鹿展示場

--- 今号の見どころ ---

坂道・カーブも安心！
山道・高速でも安定走行

http://www.atozcamp.com

9 / 30（土）～ 10/2（月）

◆ 九州キャンピングカーショー2017

50

16

9 / 23（土）. 24（日）

◆ AtoZ祭り ＠春日部展示場

今月のオーナー様からの声

4

◆ アンコールフェア ＠大阪営業所

1

トヨタのキャンピングカー専 性能を手に入れました。アミ 山道や高速道路において疲労や
用シャシー〝カムロード〟を採 ティと比べると運転席も広く、 ストレスを感じさせないワンラ
用することで、パワフルな走行 長距離走行にも適しています。 ンク上の走りを感じるはずです。
また、車の重心が低くなるよ
うに設計することで、横風の影
響やコーナーでの車体のふらつ
きを最小限に抑えました。３ｍ
に近い車高ですが、ご家族で安
心してお乗りいただけます。
９月以降の全国各地のイベン
トにてお披露目しますので、ぜ
ひＡｔｏＺブースに足をお運び
ください。

２４

春日部
陸運事務所 GS ミニストップ

9 / 23（土）. 24（日）

K

本社 春日部展示場
☎ 048-760-5668

◆ 大阪キャンピングカーフェア2017

/

AtoZ SHOP 情報

イベント情報
イベント
情報

Owner's voice
去年の春日部 AtoZ 祭りの様子
熱心にオーナーさんに質問してます

VOL.21

in

春日部
展示場

9 / 16（土）. 17（日）

ついに一等賞が出ました！
おめでとうございます！

ダイネットのベッドメイクは
簡単に展開可能
１９００×１２３０ ｍｍ

しゃるオーナーさんの声を聴
いたうえで、購入の判断をし
て頂きたい〟という想いから
始まったイベントです。
毎回キャンピングカーの購
入を考えていらっしゃるご家
族以外にも、AtoZ のキャ
ンピングカーのオーナーさん
にもたくさん参加して頂いて
います。
お祭り当日は、沢山のご家
族がオーナーさんにアミティ
やアレンなどについて、気に
なる本音を聞かれていまし
た。
「アミティで寝泊まりす
るときに、何か不満を感じな
いですか？」
「オプションで付
けておくと便利なものってど
れですか？」
「どういう使い
方をしているの？」というよ
うな質問にオーナーさんが気
さくに答えて下さいました。
会場では、ホットドッグに
ＢＢＱ、そしてひんやりした
スノーアイスを食べて頂きな

天井の高さを確保
圧迫感のない就寝を可能に
就寝人数は７人。バンクベッ
ド、リア２段ベッド、そして対
面シートを展開して作るダイニ
ングベッドに就寝可能です。
バンクベッドは手前が跳ね上
げ式になっており、フラップを
開くと大人３人が寝られるス
ペースが得られます。バンクの
天井は盛り上がっており、圧迫
感を感じさせない作りとなって
います。
常設リア２段ベッドは、セッ
トの手間なく大人が上下２段で
快適に休むことが可能です。
プロによる内装デザイン
落ち着きのある室内空間
注目したいのは、アミティに
引き続き今回もインテリアコー
ディネーター・小島真子氏が担
当している３タイプのインテリ
アプランで、好みに合わせて内

鈴鹿展示場店舗紹介レポート

２３

本日は、いつもの瓦版と違
い春日部展示場ではなく、三
重県にある AtoZ 鈴鹿展
示場の模様をお届けします。
去る 月 日（土）と
日（日）にオーナーさん参
加 型 イ ベン ト〝AtoZ 祭
り in 鈴鹿〟を開催し、多
くのご家族・オーナーさんに
ご参加頂きました。
このお祭りは〝実際に、
キャ
ンピングカーに乗っていらっ

２０１７年９月、遂に４代
目となる新型アンソニーがデ
ビューします！前号で扱いきれ
なかった新型アンソニーの魅力
をお届けしていきます‼

新型アンソニー登場

アミティの兄貴分？

29

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！→

購入前に気になることを、包み隠さず本音でお届け！

キャブコンの王道を行く室内レイアウト、
アミティでは搭載できなかった機能を満載

今号では、今年で 9 年目を迎えた三重県鈴鹿市
にある『ＡｔｏＺ鈴鹿展示場』をご紹介。
鈴鹿展示場は、鈴鹿サーキットの近くにあるオー
ナーさんにも気軽に立ち寄っていただけるアットホー
ムなお店になっています。他社のキャンピングカー
も展示しており、複数のキャンピングカー見学・試
乗して頂けます。また、店内はキッズスペースも設け
られた綺麗で居心地の良い空間になっています。
店長の島袋は、中学生時代、ハイエースのバニン
グに父親と車中泊して早朝から釣りをしたり、遠く
に家族で花火を見に行った経験から一人でも多くの
家族に自分のような楽しい想い出作りを車でしても
らいたいと考え、ＡｔｏＺに入社したとのこと。
「これ
からも、より沢山のご家族
に楽しくキャンピングカー
に乗っていただけるように
クーラー体験会などのイベ
ントやアフターサービスを
丁寧に行っていきます。
」
島袋店長のもと、来年に
は１０年目を向かえる鈴鹿
展示場。
お近くにいらっしゃ
る際には、ぜひ一度お立 7 月から店長になった島袋
ち寄りください。
優しい笑顔で子供から大人気
下段はマットを外すと収納スペースに
１８００×６５０( ７５０) ｍｍ

7

アミティ先輩一筆目では左上の４コ
マ漫画としては一等地に構えてい
ましたが、レイアウト上結構邪魔と
いう事で早速右下に追いやられて
しまいました・・・。でもそんな仕
打ちにはめげない先輩です。
バンクベッドは移動中、荷物スペースに
１９５０×１７００ ｍｍ

30

毎年２回ＡｔｏＺ祭りは開催！
今年も多くのご家族にお越し頂きました

!
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