
※2：【クリーンディーゼル補助金について】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。次世代自動車振興センターでは、経済産業省から平成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（補正分）の交付決定を受け、3月9日（月）以降に新たにCEV補助金の受付を開始し、3月以降に登録された車両も含め切れ目なく補助金を交付できるよう、手続きを進めております。詳しくは次世代自動車振興センターホームページhttp://www.cev-pc.or.jp/をご覧ください。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。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。

フェア
2015
ゴールデンウィークGW

試乗キャンペーン実施中
クリーンディーゼルの走りを体感しよう。

試乗後にWEBアンケートにお答えいただいた方に全国で毎月抽選で
体験型ギフト、またはオリジナルクオカードプレゼント
対象車種：クリーンディーゼルエンジンSKYACTIV-D搭載車 ※試乗車の配備状況は店舗によって異なります。

次の時代を創造する
コンパクトクロスオーバー 

試乗
受付中

CX-3

※2

あなたの毎日を鮮やかに変えていく
クリーンディーゼルとマツダデザイン。

実質年率2.9% 実施中！
キャンペーン

スカイプラン
CX-3

あらかじめ設定した将来の価値（残価額）を据置いて、
残りの金額を分割でお支払いするクレジットです。

3年型（37回払い）の
お支払いイメージ※1

◆ 新しいクルマに乗り替える

①下取して精算

②一括でお支払い
③分割でお支払い※3

　

④返却してお支払い※4
　

◆ そのまま乗り続ける

◆ クルマを手放す

最終回分のお支払いは、3つのパターンから選べます！

※1：4年型の残価率（車両本体価格（税込）に占める最終回お支払い分の割合）は43％、5年型は35%、6年型は30％になります。また、6年型はSKYACTIV-D搭載車
にのみ適用できます。 ※2：デミオ・プレマシー・ビアンテのSKYACTIV-G搭載車の残価率は、3年型45％、4年型38％、5年型30％となります。 ※3：最終回の再分割
支払い（再クレジット）には、別途条件と審査がございます。詳しくは、販売店営業スタッフへご確認ください。 ※4：最終回のお支払いは、車両の引き渡しで代える事が
可能です。ただし、引渡し時、おクルマの使用状態が規定に定められた範囲内の場合に限ります。詳しい規定につきましては、販売店にご確認ください。

車両本体価格2,646,000円（消費税込）

New CX-3は、XD SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈W12110〉 車両本体価格 2,376,000円（消費税込）よりお求めいただけます。

※価格は特別塗装色ソウルレッドプレミアムメタリック 
54,000円（消費税込）を含んでおります。

SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈W22210〉
New CX-3 XD Touring クリーンディーゼルエンジンモデル MAZDA

SKYPLAN

CX-3

キャンペーン対象車

実質年率2.9%

※2

乗り降りしやすく、
タワーパーキングにも対応

やや背が高く見えるCX-3ですが、小柄なかたでも
無理なくスムーズに乗り降りできるよう、地面から
シート座面までの高さを人間工学に基づいて最適に
設定。全高は2WD、4WDともに1,550mm。ほとんど
のタワーパーキングに入れられます。

9,000円月
々

■毎月お支払分………9,000円×29回

■ボーナス月お支払…108,019円×6回

■最終回1回前お支払分………8,986円

■残価お支払分…………1,225,000円

■分割払手数料総額………143,100円

■お支払総額……………2,789,100円

■頭金………………………646,000円

■立替支払元金…………2,000,000円

■総お支払回数……………………37回支払回数 37回　初回支払月 5月　ボーナス月 7月・12月　分割払手数料率（実質年率）2.9%で算出した一例です。　
※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

例えば New CX-3 XD Touring（2WD 6AT） 
車両本体価格 2,646,000円（消費税込）の場合  6,000円月

々
■毎月お支払分………6,000円×29回

■ボーナス月お支払…67,187円×6回

■最終回1回前お支払分………6,002円

■ 残価お支払分…………845,000円

■分割払手数料総額………128,124円

■お支払総額……………1,953,324円

■頭金………………………525,200円

■立替支払元金…………1,300,000円

■総お支払回数……………………37回支払回数 37回　初回支払月 5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。　
※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

例えば デミオ XD（2WD 6AT） 
車両本体価格 1,825,200円（消費税込）の場合  

車両本体価格1,825,200円（消費税込）
※価格は特別塗装色ソウルレッドプレミアムメタリック 

43,200円（消費税込）を含んでおります。

SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈LD2410〉
デミオ XD クリーンディーゼルエンジンモデル

コンパクトカーを
超える操縦安定性

前輪のショックアブソーバー（キャスター角）を寝か
せることで直進安定性を向上させたサスペンション。
軽快なのに疲れにくく、安心して走りを楽しめます。

小柄なドライバーも
しっかり座れるシート

デミオのシートは座面の長さを少し短くするとともに、
座面前縁の形状と硬さを最適化するという造り込みを
して、快適な座り心地と自然なペダル操作性を実現。

車両本体価格 1,350,000円（消費税込）

デミオ 13C

SKYACTIV-G 1300 DOHC DISI i-stop 2WD 
（6速アクティブマチック）〈LA2110〉

ガソリンエンジンモデル

走りの性能と低燃費を高次元にバランス。13C

新しいマツダは、クリーンディーゼルで
加速していきます。

2014年クリーンディーゼル
乗用車販売の約6割がマツダの
クリーンディーゼル乗用車です。

日本における
クリーンディーゼル
乗用車販売数は年々、
伸び続けています。

今、日本で
クリーンディーゼル
エンジンが選ばれ
はじめています。

スポーティパッケージSPORTY PACKAGE

取付費込架装品
合計価格 222,154円（消費税込）

※掲載の価格には車両の
　価格は含まれておりません。

CX-3が持った圧倒的な魅力をさらに引き出すエアロスタイル

ドアミラーガーニッシュ
（ブリリアントブラック）

サイドデカール
（アッパー）（ロア）

リアアンダースカートリアルーフスポイラー

サイドアンダースカートフロントアンダースカート

5

「ゴールデンウィークフェア」 期間中、新車ご成約の方に下記の5つの中からいずれかひとつをプレゼント!

選べる

新車ご成約プレゼントの対象は「ゴールデンウィークフェア」開催期間中に対象車種をご成約頂き、2015年5月末までに登録／届出された場合に限ります。
［対象車種］マツダオートザム取扱の新車に限ります。一部対象外となる車種がございます。詳しくは営業スタッフにお尋ねください。※写真はイメージです。※商品によっては、納期がかかる場合や、メーカー都合により代替商品に変更させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

Nestle

スペシャル.T 【ST9662】
AucSale

ホームベーカリー 【SHB-622】

世界中のお茶を愉しむ、
魅惑の時を。それぞれの
お茶に応じて適切な温度と
蒸らし時間を設定して
一杯分を抽出します。

水のチカラで空気を洗う
空気洗浄機です。
フィルターを必要とせず、
水が持つ浄化作用を
最大限に引き出し、
空気中のウイルスや花粉、
臭いのもとをカプセルに
閉じ込め除去します。

arobo

空気清浄機 【CLV-1010-L】

商品券 【1万円分】

※写真は商品のイメージです。

カタログギフト ア・ラ・グルメ
【キールロワイヤル】

お好きな「商品」を
お選びいただけます。

※写真はイメージです。
※詳しくは営業スタッフに
　おたずねください。

掲載点数

約307点
商品券

1万円分

■色： ジャパニーズグリーン・ヒマラヤホワイト・オリエンタルグレー・チャイナレッド
上記の4色の中からお選びください。　※専用カプセルは別売です。 ■色： ホワイト・ピンク・ブラウン　左記の3色の中からお選びください。

最大2斤まで対応
1斤・1.5斤・2斤
の3種類

クリーンディーゼルで
どこまでも走りたくなる、
ときめきとゆとり。

コンパクトで運転しやすい

FLAIR / FLAIR WAGON / FLAIR CROSSOVER

人気の
軽自動車
シリーズ

車両本体価格 1,344,600円（消費税込）

660 DOHC VVT 2WD（CVT）〈913110〉

フレアワゴン XG

車両本体価格 1,166,400円（消費税込）

660 DOHC VVT 2WD（CVT）〈BF1110〉

フレア XG マツダ純正

オプション
プレゼント 万円分5（消費税込）

フレア・フレアワゴンマツダ純正

オプション
プレゼント 万円分5（消費税込）

フレア・フレアワゴン

くつろげる室内、トールタイプワゴン！街乗りに最適な低燃費性能と、ゆったり室内空間！

開閉ラクラク、
大きく開くスライドドア

荷物の出し入れが楽で、狭い場所でも隣りの
クルマにぶつける心配が少ない、大きく開く
両側スライドドア。

大人がゆったり座れる
快適なリアシート

後席は高い天井と、ほぼフラットなフロアで
足もとも広く開放的。大人2名が座っても快適
にくつろげる空間になっています。

車両本体価格 1,440,720円（消費税込）

660 DOHC VVT 2WD（CVT）〈BS1210〉

フレア クロスオーバー XS

新しいSUV！

用途に合わせて使える
多彩なシートアレンジ

助手席とリアシートの背もたれを前に倒せば
荷室までほぼフラットに。長い荷物を積む際
に便利です。

4/25 土 ～26 日
4/ 5/30 木 ～ 5 火・



新世代高効率直噴ガソリンエンジン

人馬一体の
パワーフィールと
優れた低燃費。

道を問わず、どこまでも思いのままに
走りたいという人々の想いに応えるために。

広い室内に子供たちの笑い声が
あふれるたびに、家族と過ごす
時間の大切さを想う。

乗る人の「日常」をいちばんに考えた
新しい軽、キャロル。

真価をピュアに突きつめたガソリンモデル。20S

New CX-5 20S

車両本体価格2,446,200円（消費税込）

SKYACTIV-G 2000 DOHC DISI i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈GE1110〉

ガソリンエンジンモデル

NEW
マツダのミニバンシリーズ

マツダの軽シリーズ

車両本体価格 2,889,000円（消費税込） ※価格は特別塗装色ソウルレッドプレミアムメタリック 54,000円（消費税込）を含んでおります。
SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD 
（6速アクティブマチック）〈GG1410〉

New CX-5 XD クリーンディーゼルエンジンモデル

10,000円月
々

■毎月お支払分…………10,000円×29回

■ボーナス月お支払………97,277円×6回

■最終回1回前お支払分…………9,997円

■残価お支払分………………1,337,000円

■分割払手数料総額……………200,659円

■お支払総額…………………3,089,659円

■頭金………………………869,000円

■立替支払元金…………2,020,000円

■総お支払回数……………………37回
支払回数 37回　初回支払月 5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。　
※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

例えば New CX-5 XD（2WD 6AT） 車両本体価格 2,889,000円（消費税込）の場合  

XD
静かな室内を生む、
新しい発想と綿密な配慮

人とクルマ、そして
外の世界とつながる
「マツダ コネクト」採用。

37.0
km/L

※1

（国土交通省審査値）
〈GL/GS・2WD車/GX〉

燃 料 消 費 率

1,436,400円車両本体価格 （消費税込）

レーダーブレーキサポート装着車

■ NEW CAROL　■ NEW SCRUM WAGON

※2

耳障りなノイズを感じない静かで快適な空間づくりを
目指し、騒音の主な発生源であるエンジンルーム、路面、
風に対して適切な対策を実施しています。

高速時の安定性と低燃費を
支える、優れた空力性能
ボディ上部の気流とフロア下の気流のバランスに着目。
最新のシミュレーション技術を駆使して、理想的な空気
の流れを示す「空力グランドライン」を構築しました。

アクセルを踏んで走り出した瞬間から、
クルマが自分の思う通りに応えてくれる感覚を実感。

15S
運転スキルが上がる、燃料の無駄遣いが少なくなる。
インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）。
アクセルの踏み込みすぎや、ステアリングの切り過ぎなど、運転操作の中には多くの無駄が潜ん
でいるものです。この無駄が少ないほど、走りがスムーズになって、ドライブを快適に楽しめて、し
かも燃料消費を抑えることにも役立ちます。

スタイリッシュなフォルムに、
走る歓びと家族の快適・安心をのせて。

誰もが楽しくなる走りと、
ミニバンとしての機能を妥協なく両立。

MINI-VAN
狭い駐車場や、お子さまを抱いているときなども、乗り降りラクラク。

万円分8（消費税込）

マツダ純正

オプション
プレゼント
ベリーサ・プレマシー・ビアンテ

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〉 

車両本体価格

（消費税込）
2,268,000円

6+One

家族が増えても
ずっと付き合って
いける。

万円分8（消費税込）

マツダ純正

オプション
プレゼント
ベリーサ・プレマシー・ビアンテ

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〉 

車両本体価格

（消費税込）
2,673,000円

使い勝手
抜群
運転しやすくて、
みんなが気持ちい
い室内空間。

GRANZ-SKYACTIV 20S-SKYACTIV

車両本体価格1,976,400円（消費税込）

※価格は特別塗装色ソウルレッドプレミアムメタリック 54,000円（消費税込）を含んでおります。

SKYACTIV-G 1500 DOHC DISI i-stop 2WD
（6速アクティブマチック）〈FT4B10〉

アクセラスポーツ 15S

7,000円月
々

■毎月お支払分…………7,000円×29回

■ボーナス月お支払……68,892円×6回

■最終回1回前お支払分…………7,002円

■残価お支払分………………915,000円

■分割払手数料総額…………138,354円

■お支払総額………………2,114,754円

■頭金………………………576,400円

■立替支払元金…………1,400,000円

■総お支払回数……………………37回

支払回数 37回　初回支払月 5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。※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

例えば アクセラスポーツ 15S   車両本体価格 1,976,400円（消費税込）の場合

ガソリンエンジンモデル

あなたのライフスタイルにぴったりな1台を。

660 DOHC VVT 2WD（CVT）〈AF2220〉

New キャロル GL

915,840円車両本体価格 （消費税込）

荷物もたくさん積める、
ひろびろ室内が魅力。

16.2
km/L

※1

（国土交通省審査値）
〈2WD車〉

燃 料 消 費 率
660 DOHC VVT ターボ 2WD（4AT）〈9AJ110〉

New スクラム ワゴン PX TURBO

マツダのハイブリッド
が追求したのは
「人馬一体」の走り、
そして低燃費。

マツダハイブリッドシステム

先進安全技術を装備。HYBRID-S

アクセラセダン HYBRID-S

車両本体価格2,586,600円（消費税込）

SKYACTIV-HYBRID 2000 DOHC 2WD（e-CVT）〈FXBB10〉

ハイブリッドシステムモデル

ディーゼルエンジンの常識を一変。XD

アクセラスポーツ XD

車両本体価格3,067,200円（消費税込）

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

クリーンディーゼルエンジンモデル

異次元のパフォーマンス
フィールを体現。

※2
新世代クリーンディーゼルエンジン

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-3・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

※2：【クリーンディーゼル補助金について】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。次世代自動車振興センターでは、経済産業省から平成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（補正分）の交付決定を受け、3月9日（月）以降に新たにCEV補助金の受付を開始し、3月以降に登録された車両も含め切れ目なく補助金を交付できるよう、手続きを進めております。詳しくは次世代自動車振興センターホームページhttp://www.cev-pc.or.jp/をご覧ください。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。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。■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。

※記載の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。いまなら、ベリーサ・プレマシー・ビアンテ・MPV・フレア・フレアワゴンの新車をご成約且つご登録されたお客様に該当金額分（消費税込）のオプションをプレゼント致します。※対象となるオプションは、ベリーサ・プレマシー・ビアンテ・MPV・フレア・フレアワゴンのショップオプションカタログ
に掲載のマツダ純正商品に限ります。掲載商品の仕様は予告無く変更することがございます。※対象車種のプレゼント額を超える金額はお客様のご負担となります。プレゼント額に満たない場合の差額はご返金できません。※一部、プレゼントの対象とならない場合もございます。※本キャンペーンは予告なく終了することがあります。※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

いまなら対象のマツダ車（新車）をご成約かつご登録のお客様にマツダ純正オプションをプレゼント致します。

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。

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！


