
●チラシ掲載商品の表示価格は全て税込価格です。●チラシ掲載商品の表示価格には、取付工賃・タイヤ組込み等の作業料金は含まれておりません。●廃タイヤ処理料は別途頂戴いたします。●チラシ掲載の商品は、年式・グレードにより装着できない場合もありますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
●チラシと実際の商品の色・外観等は多少異なる場合もありますのでご了承ください。●商品は一部取り寄せとなる場合がありますので詳しくはスタッフまでお問い合わせください。仕入れや在庫状況により万一商品が売り切れや欠品になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

17,800円17,800円税込税込税込税込
アルト他アルト他

145/80R13145/80R13

22,800円22,800円税込税込税込税込
アクア他アクア他

165/70R14165/70R14

33,800円33,800円税込税込税込税込
プリウス他プリウス他

195/65R15195/65R15

18,800円18,800円税込税込税込税込
N-BOX他N-BOX他

155/65R14155/65R14

コストパフォーマンスに
優れたベーシックラジアル
コストパフォーマンスに
優れたベーシックラジアル

27,800円27,800円税込税込税込税込
アクア他アクア他

175/65R15175/65R15
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29,800円29,800円税込税込税込税込
ノート他ノート他

185/65R15185/65R15
4本
セット

4本
セット

4本
セット

❶ハイレベルな低燃費性能を実現
❷偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち
❸軽・コンパクト専用設計ライフ性能が向上

❶ハイレベルな低燃費性能を実現
❷偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち
❸軽・コンパクト専用設計ライフ性能が向上

❶ハイレベルな低燃費性能を実現
❷偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち
❸車内での静粛性が向上

❶ハイレベルな低燃費性能を実現
❷偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち
❸車内での静粛性が向上

雨に強く長持ちなエコピア誕生
※画像はイメージです　※当選は発送を持ってかえさせていただきます。
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能登
逸品

期間中、タイヤ4本お買い上げの方に抽選で

の
美味しい
プレゼント！！

能登牛A5Pミスジステーキ（約100g×1枚）、能登牛A5Pイチボステーキ（約100g×1枚）
能登牛ハネシタステーキ（約80g×2枚）、能登の塩（約10g）、肉用わさび（約30g）
能登牛A5Pミスジステーキ（約100g×1枚）、能登牛A5Pイチボステーキ（約100g×1枚）
能登牛ハネシタステーキ（約80g×2枚）、能登の塩（約10g）、肉用わさび（約30g）

能登牛ステーキセット能登牛ステーキセット
名様
2 与作揚げ12個・焼チーズ6個与作揚げ12個・焼チーズ6個

名様
3

能登の一夜干しセット能登の一夜干しセット

はちめの味醂干し2枚、
かれいの塩干し2枚、
さばの味醂干し2枚、
ふぐの塩干し2枚、
イカの開き塩干し1枚、
いかの赤作り1個

はちめの味醂干し2枚、
かれいの塩干し2枚、
さばの味醂干し2枚、
ふぐの塩干し2枚、
イカの開き塩干し1枚、
いかの赤作り1個

名様
3

2020年 NselecT 
ヤマソーヴィニヨン720ml×1本、
2020年 
樽熟成「心の雫」720ml×1本

2020年 NselecT 
ヤマソーヴィニヨン720ml×1本、
2020年 
樽熟成「心の雫」720ml×1本

能登赤ワイン 2本セット能登赤ワイン 2本セット
名様
3

新車装着※1タイヤを基準に
「ちゃんと買い。」

ここが基準※2

※車種により装着タイヤが
異なります。

※車種により装着タイヤが
異なります。

新車装着タイヤ

同等の性能レベル

雨に強い
長く強い

静かで
快適

付加価値
タイ
ヤ

※1 カーメーカー工場出荷時点で新車についているタイヤ
※2 ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全体の基準ではありません。

ブリヂストンの
ベーシック
タイヤ

AIでタイヤ選びを、簡単に。

AIがあなたに適切なタイヤを導き出します。
シンプルな質問に答えるだけ。
あなたにオススメのタイヤが見つかるはず。

まずはスマホでアクセス▶

あとはお店に行くだけあとはお店に行くだけ

そんなむずかしいタイヤ選びを、簡単に。
「タイヤのことって、よくわからない」「自分一人じゃ選べない」

でも

ミスタ
ー

タイヤ
マンに

お任せ
くださ

い

僕らの街のタイヤ屋さん

セール期間

満足度
NO.1

オリコン顧客満足度調査

※2021年 オリコン顧客満足度調査 タイヤ専門店  店員の接客力  第1位

店員の接客力

店舗ではコロナウイルス感染拡大防止のため
対策を講じて営業しております。

除菌・消毒 定期的な換気マスクの着用 手洗い全国559店舗のネットワーク

夏夏のの

7/ 7/9 24土 日

廃棄物正処理 ミスタータイヤマンでは、廃棄マニュフェストを使用して、自治体から認定を受けた廃棄物処理業者に廃棄を依頼しています。
その結果、廃タイヤの89％が、石油/石炭等化石燃料の代替燃料として、あるいは道路の舗装材、更生タイヤとして、再利用されております。

TEL.0776-22-6335
福井市宝永3丁目9-22　【営業時間】AM9:00～PM4:00

http://www.8--8.jp/
お得なクーポンを今すぐダウンロード！！

ホームページ

下記のアドレスに今すぐアクセス

ブリヂストンのタイヤショップ

国際交流会館●

労
働
金
庫
●

派出所●

NHK●裁判所●

合同庁舎●

●仁愛女子高校

松本通り

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

お
泉
水
通
り

福
井
口

さくら通り



●チラシ掲載商品の表示価格は全て税込価格です。●チラシ掲載商品の表示価格には、取付工賃・タイヤ組込み等の作業料金は含まれておりません。●廃タイヤ処理料は別途頂戴いたします。●チラシ掲載の商品は、年式・グレードにより装着できない場合もありますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
●チラシと実際の商品の色・外観等は多少異なる場合もありますのでご了承ください。●商品は一部取り寄せとなる場合がありますので詳しくはスタッフまでお問い合わせください。仕入れや在庫状況により万一商品が売り切れや欠品になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

静か・快適雨に強い 長く強い雨に強い 長く強い雨に強い 長く強い雨に強い 長く強い

静か・快適雨に強い 長く強い雨に強い 長く強い

雨に強い 長く強い雨に強い 長く強い 静か・快適

お乗りの
お客様に

お乗りの
お客様に

お乗りの
お客様に

ミニバンに

軽自動車に

コンパクトカーに

215/60R17
アルファード・エスティマ他

１本価格

205/60R16
VOXY・ステップワゴン他

１本価格

195/65R15
セレナ・ノア他

１本価格 21,010円(税込）
メーカー希望小売価格

24,530円(税込）
メーカー希望小売価格

19,470円(税込）
メーカー希望小売価格

24,640円(税込）
メーカー希望小売価格

27,940円(税込）
メーカー希望小売価格

23,650円(税込）
メーカー希望小売価格

28,930円(税込）
メーカー希望小売価格

33,110円(税込）
メーカー希望小売価格

18,920円(税込）
メーカー希望小売価格

21,460円(税込）
メーカー希望小売価格

23,650円(税込）
メーカー希望小売価格

16,940円(税込）
メーカー希望小売価格

18,810円(税込）
メーカー希望小売価格

16,060円(税込）
メーカー希望小売価格

10,010円(税込）
メーカー希望小売価格

12,430円(税込）
メーカー希望小売価格

19,910円(税込）
メーカー希望小売価格

１本価格145/80R13
アルト・N-BOX他

１本価格155/65R14
N-ONE・タント他

185/65R15
ノート・フリード他

１本価格

185/60R15
フィット・シエンタ他

１本価格

175/65R15
アクア・キューブ他

１本価格

ミスタータイヤマンではあなたに
ピッタリなタイヤをご提案します。
ミスタータイヤマンではあなたに
ピッタリなタイヤをご提案します。

タイヤ選びの基準

※こちらのタイヤはお取り寄せになる場合がございます。 セレナ アクアプリウス

こんなクルマに装着されています

ブリヂストンの新車装着タイヤ
低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ
※ブリヂストンの基準であってタイヤ業界全体の基準ではありません。

クルマの性能を引き出すために、新車装着タイヤを基準にタイヤを選ぶことをオススメします。

ピット作業工賃
普通車用タイヤ ： 330円（税込）～
1BOX・RV用タイヤ ： 660円（税込）～

廃タイヤ処理料金／1本普通車 ： 1,100円（税込）～
1BOX・RV ： 1,650円（税込）～

タイヤ整備料金／1本

※タイヤの持ち込み・一部の外車・特殊車輌の場合、若干異なることがございます。※表示は全て税込み価格です。

僕らの街のタイヤ屋さん!!
ミスタータイヤマンってどんなお店なの? 気軽に頼れる

!

何でも話せる! ❶タイヤ一筋のプロがいるタイヤ専門店です。
❷お客様の安全のため、お車の無料安全点検を実施します。
❸お車の使用目的・ご予算に応じて、最適なタイヤをアドバイスします。
❹タイヤのプロが真剣＆丁寧な作業を実施します。
❺笑顔の挨拶を心掛けます。

こだわり5ヶ条

全国展開の
充実したネットワーク

まかせて安心
頼りになる身近なお店

「タイヤのプロ」がいる
ブリヂストンのタイヤ専門店

2カメラタイプや1カメラタイプなど
ご要望とご予算に応じてご提案いたします。
2カメラタイプや1カメラタイプなど
ご要望とご予算に応じてご提案いたします。

もしもの時に！！
今、売れてるカー用品

安心ドライブの必需品
ドライブレコーダー

40B19/44B19/60B24/
80D23/90D26/M42
40B19/44B19/60B24/
80D23/90D26/M42

日立化成
エコロングセーブ

※アイドリングストップ車搭載時除く※アイドリングストップ車搭載時除く

7,030円～(税込）

36ヶ月または８万km
M42R・M42は18ヶ月または3万km
36ヶ月または８万km
M42R・M42は18ヶ月または3万km

交換の目安2～3年に1回
バッテリー

安心の 3年保証付き

おクルマの整備記録簿
おクルマの点検結果、作業・交換履歴を確認できる
愛車の安全カルテを無料でお配りしています。

無料で差し上げています!
愛車の安全カルテオイル・バッテリー・ワイパーも

無料点検中です
点検だけでもお気軽にお立ち寄りください。

残溝点検 安全ドライブ 燃費向上空気圧点検
タイヤのプロが責任を
もって点検
致します。

タイヤに問題がないか

無料
点検 0円0円いつでもいつでも

お気軽にご利用ください

SUVの走りにこそ、
最上*の「快適」を。
SUVの走りにこそ、
最上*の「快適」を。

SUVの走りにこそ、
最上*の「運動性能」を。
SUVの走りにこそ、
最上*の「運動性能」を。

＊当社商品中
＊当社商品中

225/65R17ハリアー・CX-5他 225/60R17エクストレイル・フォレスター他 235/65R18 225/55R18ムラーノ・レクサスRX他 エクストレイル・アウトランダー他

１本価格

人気のモデルや輸入車のSUVにお乗りの方には

１本価格 １本価格 １本価格32,780円(税込） 38,610円(税込） 39,270円(税込） 44,000円(税込）
※詳しくは2022年ブリヂストンカタログをご参照ください。

快適性快適性
上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。
グレートバランスが、更なる進化を遂げる。
上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。
グレートバランスが、更なる進化を遂げる。

ミニバン用・軽自動車用もございます。

静かで快適な乗り心地を
お求めの方にはこちら
静かで快適な乗り心地を
お求めの方にはこちら

雨の日でもより安心して
走行したい方はこちら
雨の日でもより安心して
走行したい方はこちら

ウェット
性能

高いウェット性能が
長持ち

雨の日もしっかり曲がる、
しっかり止まるからより安心！

極めて高い
ウェット性能を保有

運転中の疲れにつながる“ハンドル操作”
“非対称形状”がハンドルのふらつきを抑制！！

疲れにくい
という安全性能。

摩耗しても
ウェット性能が低下しにくい


