


スカイアクティブ技術でミニバンの走りが変わる！！

取得税・重量税 ※2

免税

プレマシー 20S-SKYACTIV
SKYACTIV-G 2000 DOHC DISI i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈CK1210〉 

（消費税込）
車両本体価格 2,268,000円

※クリスタルホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。

重量税※2

75%
減税

取得税※2

80%
減税

ビアンテ GRANZ-SKYACTIV
SKYACTIV-G 2000 DOHC DISI i-stop 2WD（6EC-AT：マニュアルモード付）〈HR1310〉 

（消費税込）
車両本体価格2,673,000円

※クリスタルホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。

※1

SUVならではの走り

29
燃料消費率

.2 
km/L

（国土交通省審査値）
＊XG、XS 2WD車

※1

とっても低燃費

27
燃料消費率

.8 
km/L

（国土交通省審査値）
＊XSリミテッド 2WD車

燃料消費率について
※1：燃料消費率は定められた試験条件での数値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や、
　　運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。

※2：エコカー減税対象車は、「平成17年基準排出ガス75％低減レベル（SU-LEV）」認定車かつ「平成27年度燃費基準+20％」「平成27年度燃費基準+10％」「平成27年度燃費基準」達成車、また平成21年自動車排出ガス規制適合クリーンディーゼル車です。エコカー
減税として、新車登録時に取得税の軽減措置（平成24年4月1日～平成27年3月31日まで）、重量税の軽減措置（平成24年5月1日～平成27年4月30日まで）が受けられます。車両重量3.5t以下の平成21年自動車排出ガス規制に適合している自動車（クリーンディー
ゼル乗用車）は取得税と重量税が免税されます（平成27年4月30日まで）。掲載のエコカー減税は2014年1月現在の税制を元にしたものととなります。 ■価格は消費税込みの価格です。消費税以外の税金、保険料、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりま
せんので別途申し受けます。 ■表示価格は車両本体価格です。セットする付属品は別途扱いになります。車両本体のみでの購入も可能です。 ■軽自動車でも保管場所が必要です。 ■掲載車両写真は印刷の為、実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承下さい。

※車両本体価格は、消費税込価格です。
消費税8％に基づき表示しています。

トータルカーライフをサポートする

マツダオートザムディーラー
デミオ・ベリーサ・アクセラ（スポーツ・セダン）・プレマシー・ビアンテ・MPV・CX-5・ボンゴ（バン・トラック）●普 通 車フレア・フレアワゴン・フレアクロスオーバー・キャロル・スクラム（ワゴン・バン・トラック）●軽自動車

免税
取得税・重量税 ※2

掲載車はクリスタルホワイトパールマイカのため車両本体価格2,322,000円（消費税込）となります。

SKYACTIV-G 2000 DOHC DISI i-stop 
2WD（6速アクティブマチック）〈G3BB10〉

※ソウルレッドプレミアムメタリックは54,000円（消費税込）高。 ※クリスタルホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。
重量税 ※2

75%
減税

取得税 ※2

80%
減税

（消費税込）車両本体価格2,289,600円免税
取得税・重量税 ※2

掲載車はソウルレッドプレミアムメタリックのため車両本体価格2,732,400円（消費税込）となります。

（消費税込）車両本体価格2,678,400円
SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈GCAD10〉

インテリジェント・ドライブ・マスター
（i-DM）

スマート・シティ・ブレーキ・サポート
（SCBS）

フロントフォグランプ 17インチアルミホイール

※ソウルレッドプレミアムメタリックは54,000円（消費税込）高。※クリスタルホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。

道を問わない圧倒的な走行性能と
多彩な快適装備が魅力。

平成26年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は、ポスト新長期規制をクリアしたクリーンディーゼル車でかつ、事前に次世代自動車振興センターで審査・承認された車両が対象となります。補助金の支給を受ける
ためには、対象車両を4年間保有する義務があります。平成26年4月1日から平成27年2月28日までに初度登録された自動車が対象となります。補助金の申請は、お車の登録日以降に行うため、ご注文から申請が受理されるまでに
時間を要します。納期との関係で、クリーンディーゼル補助金を受取ることができない可能性がございます。詳しくは、営業スタッフまでおたずねください。※SKYACTIV-D搭載グレードのみ対象。

クリーンディーゼル補助金 平成26年度クリーンエネルギー
自動車等導入促進対策費補助金

ディーゼルの本気を日本は知らない

新世代
クリーンディーゼルエンジン

マツダの新世代クリーンディーゼル3つのポイント

1 低コスト！

優れた燃費性能に加え、
安価な軽油が燃料で
経済的。

2 パワフル！

420N・mの大きなトルク
でどんなシチュエーション
でも思いのままの加速。

3 クリーン！

粒子状物質（PM）や
窒素酸化物（NOx）などの
排出量が少ない。

低圧縮比14.0が、エンジンの常識を覆しました。
約15km/h以上で走行中、遠くまで検知できるミ
リ波レーダーで先行車を捕捉。車間距離が基準値
に達した場合は、前方衝突警報が警報。車間距離
がさらに短くなるとブレーキを作動し、衝突時の
被害軽減や衝突の回避をサポートします。

SBS スマート・ブレーキ・サポート

先行車との速度差や車間距離を認識し、自動で
走行速度をコントロール。ドライバーがアクセル
やブレーキの操作をしなくても、設定した車速
内で車間距離を自動で調整・維持し、長距離走
行時などのドライバーの負担を軽減します。

MRCCマツダ・レーダー・クルーズ・コントロール

アクセラ
15S Touring は国産クラス初

＊
　！ 先進の安全技術搭載

先進の安全性能で
ドライバーに安心と走る楽しみをご提供します。

＊国産1.5Lクラス。
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CX-5  20SCX-5  XD クリーンディーゼルエンジン ガソリンエンジン

SKYACTIV-HYBRID 2000 DOHC 2WD （e-CVT）〈FX2610〉

※ソウルレッドプレミアムメタリックは54,000円（消費税込）高。
※スノーフレイクホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。

（消費税込）車両本体価格

2,570,400円 免税
取得税・重量税 ※2

SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 
2WD （6速アクティブマチック）〈FZ2310〉

※ソウルレッドプレミアムメタリックは54,000円（消費税込）高。
※スノーフレイクホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。

（消費税込）車両本体価格

3,067,200円

掲載車はソウルレッドプレミアムメタリックのため車両本体価格2,192,400円（消費税込）となります。 （消費税込）車両本体価格2,138,400円SKYACTIV-G 1500 DOHC DISI i-stop 2WD （6速アクティブマチック）スポーツ：〈FT6C10〉セダン：〈FP6C10〉

※ソウルレッドプレミアムメタリックは54,000円（消費税込）高。※スノーフレイクホワイトパールマイカは32,400円（消費税込）高。

走りにこだわったハイブリッドシステム。

爽快な走りの、
新開発 SKYACTIV-G 1.5搭載。

異次元の走りと
クリーン性能を両立。

2.4L車に迫る
パワーを持ち
ながら優れた
環境性能を実現。

AXELA HYBRID-S

AXELA 15STouring ガソリンエンジン

ハイブリッドシステム

異次元のパフォーマンスフィールを体現。

AXELA XD クリーンディーゼルモデル

重量税 ※2

75%
減税

取得税 ※2

80%
減税

新世代高効率直噴ガソリンエンジン

GRANZ-SKYACTIV 20S-SKYACTIV

※132 燃料消費率

.4 km/L（国土交通省審査値）
＊HS 2WD車・カスタムスタイルHS 2WD車

HS

加速時にモーターでエンジンを
アシストする「S-エネチャージ」

両側スライドドア

アイドリングストップ

低燃費を実現！

乗り降り
　ラクラク！

i-Stop

6+Oneシート

SKYACTIV-G 2.0

パワーを
自在に操る！

アレンジが
　楽しめる！

誕生
さらにかしこく、さらにやさしく。新型フレア誕生！

低燃費軽ワゴン

掲載車はクリスタルホワイトパールのため車両本体価格1,394,280円（消費税込）となります。

車両本体価格

1,372,680円 免税
取得税・重量税 ※2

新型フレア HS
660 DOHC VVT 2WD（CVT）〈BG1211〉

※クリスタルホワイトパールは21,600円（消費税込）高。（消費税込）

掲載車はパッションオレンジ2トーンカラーのため車両本体価格1,483,920円（消費税込）となります。

※2トーンカラーは43,200円（消費税込）高。※パールホワイト、スチールシルバーメタリックは21,600円（消費税込）高。

免税
取得税・重量税 ※2フレア クロスオーバー XS

660 DOHC VVT 2WD（CVT）〈BS1210〉 車両本体価格1,440,720円
（消費税込）

 ※パールホワイト、スチールシルバーメタリックは21,600円（消費税込）高。

免税
取得税・重量税 ※2フレアワゴン 「XS リミテッド」特別仕様車特別仕様車

660 DOHC VVT 2WD （CVT）〈963310〉

車両本体価格 1,517,400円
（消費税込）

マツダフレアシリーズ 新ジャンルのSUVフレアクロスオーバー＆精悍なスタイルの特別なフレアワゴン。

SPORT

アクセラ 15S Touring  車両本体価格 2,138,400円（消費税込）の場合

8,000円から乗れる！月
々

例えば

CX-5 XD  車両本体価格 2,678,400円（消費税込）の場合

9,000円から乗れる！月
々

例えば

プレマシー 20S-SKYACTIV  車両本体価格 2,268,000円（消費税込）の場合

8,000円から乗れる！月
々

例えばビアンテ GRANZ-SKYACTIV  車両本体価格 2,673,000円（消費税込）の場合

9,000円から乗れる！月
々

例えば

○本クレジットは新車をご購入の方が対象となります。 ○本クレジットを取扱っていない販売店もございます。○本クレジットは予告なく終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。○詳しくは、営業スタッフにお問い合わせください。 
○取扱クレジット会社：マツダクレジット（SMMオートファイナンス株式会社）■マツダスカイプランご利用にあたっては、車両保険へのご加入並びにパックdeメンテのご加入をお勧めいたします。

◇頭金…………………………………………538,400円
◇立替支払元金……………………………1,600,000円
◇総お支払回数………………………………………37回
◇毎月お支払分…………………………8,000円×29回
◇ボーナス月お支払……………………87,445円×6回
◇最終回1回前お支払分………………………7,991円
◇残価お支払分………………………………990,000円
◇分割払手数料総額…………………………154,661円
◇お支払総額………………………………2,293,061円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

アクセラ 15S Touring （6AT 2WD） 
車両本体価格 2,138,400円（消費税込）の場合

支払回数 37回　初回支払月 11月　ボーナス月 7月・12月
分割払手数料率（実質年率）3.9%で算出した一例です。

8,000円から乗れる！月
々

例えば

あらかじめ設定した将来の価値（残価お支払分）を据置いて、残りの金額を分割でお支払するプランです。残価額のお支払は、車両がきめられた状態にあれば
車両を引渡しする事で代える事が可能です。SKYACTIV車のみの月々ラクラク、安心な返済プラン！

マツダスカイプランなら、
月々のお支払額を軽減できます。

立替支払元払

残価お支払分毎月お支払分

頭金／下取

◇頭金…………………………………………778,400円
◇立替支払元金……………………………1,900,000円
◇総お支払回数………………………………………37回
◇毎月お支払分…………………………9,000円×29回
◇ボーナス月お支払……………………96,265円×6回
◇最終回1回前お支払分………………………8,994円
◇残価お支払分……………………………1,240,000円
◇分割払手数料総額…………………………187,584円
◇お支払総額………………………………2,865,984円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

CX-5 XD （2WD） 
車両本体価格 2,678,400円（消費税込）の場合

支払回数 37回　初回支払月 11月　ボーナス月 7月・12月
分割払手数料率（実質年率）3.9%で算出した一例です。

9,000円から乗れる！月
々

例えば

◇頭金…………………………………………668,000円
◇立替支払元金……………………………1,600,000円
◇総お支払回数………………………………………37回
◇毎月お支払分…………………………8,000円×29回
◇ボーナス月お支払……………………94,480円×6回
◇最終回1回前お支払分………………………7,998円
◇残価お支払分………………………………945,000円
◇分割払手数料総額…………………………151,878円
◇お支払総額………………………………2,419,878円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

プレマシー 20S-SKYACTIV  
車両本体価格 2,268,000円（消費税込）の場合

支払回数 37回　初回支払月 11月　ボーナス月 7月・12月
分割払手数料率（実質年率）3.9%で算出した一例です。

8,000円から乗れる！月
々

例えば

◇頭金…………………………………………873,000円
◇立替支払元金……………………………1,800,000円
◇総お支払回数………………………………………37回
◇毎月お支払分…………………………9,000円×29回
◇ボーナス月お支払……………………98,490円×6回
◇最終回1回前お支払分………………………9,011円
◇残価お支払分……………………………1,113,000円
◇分割払手数料総額…………………………173,951円
◇お支払総額………………………………2,846,951円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

ビアンテ GRANZ-SKYACTIV
車両本体価格 2,673,０00円（消費税込）の場合

支払回数 37回　初回支払月 11月　ボーナス月 7月・12月
分割払手数料率（実質年率）3.9%で算出した一例です。

9,000円から乗れる！月
々

例えば

045-931-3555

横浜中山
横浜市緑区青砥町143-4　定休日（毎週水曜日、第2木曜日）

営業時間 9:00～19:00

045-311-5021

横浜西口
横浜市西区楠町12-10　定休日（毎週水曜日、第2木曜日）

営業時間 9:00～19:00
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http://www.mazda-yokohama.com/ホームページアドレス

★日本全国どのお店で購入されたマツダ車でも、サービスのご利用大歓迎！


