
試乗された方により
お勧めの声が続々と届いています。

マツダのお店ならではの試乗体験をお楽しみください。

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！

Body Color:ソウルレッドプレミアムメタリック

Body Color:ソウルレッドプレミアムメタリック

かつてないクオリティが、SUVの走る歓びを革新しつづける。 生産期間 2011年11月～2015年4月

※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。

クリーンディーゼルエンジンモデルCX-3 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 （消費税込）2,430,000円

9,000円月
々

□ 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。

例えば CX-3 XD（2WD 6AT） 車両本体価格 2,430,000円（消費税込）の場合  

■頭金………………………………………630,000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…………………96,615円×6回

■最終回1回前お支払分………………………9,000円
■残価お支払分…………………………1,125,000円
■分割払手数料総額………………………174,690円
■お支払総額……………………………2,604,690円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

XD SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop
4WD （6速アクティブマチック）〈W1B110〉

車両本体価格2,592,000円（消費税込）

クリーンディーゼルエンジンモデルCX-3 4WDモデル

Body Color:ジェットブラックマイカ

Body Color:ソウルレッドプレミアムメタリック

実 施 中
試乗
人馬一体を体感しよう。

キャンペーン

10,000円月
々

□ 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。

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

■頭金………………………………………889,000円
■立替支払元金…………………………2,000,000円
■総お支払回数……………………………………37回
■毎月お支払分………………………10,000円×29回
■ボーナス月お支払…………………93,750円×6回

■最終回1回前お支払分………………………9,985円
■残価お支払分…………………………1,337,000円
■分割払手数料総額………………………199,485円
■お支払総額……………………………3,088,485円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。
SKYACTIV-G 2000 DOHC i-stop 2WD 
（6速アクティブマチック）〈GE1110〉

車両本体価格（消費税込）
2,446,200円より
お求めいただけます。

ガソリンエンジンモデルCX-5は、 20S

Body Color:ソニックシルバーメタリック

※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。

クリーンディーゼルエンジンモデルCX-5 XD
SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD
（6速アクティブマチック）〈GG1410〉

車両本体価格 （消費税込）2,889,000円

※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。

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

車両本体価格 （消費税込）1,825,200円

7,000円月
々

□ 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。

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  

■頭金………………………………………525,200円
■立替支払元金…………………………1,300,000円
■総お支払回数……………………………………37回
■毎月お支払分………………………7,000円×29回
■ボーナス月お支払…………………62,205円×6回

■最終回1回前お支払分………………………6,997円
■残価お支払分……………………………845,000円
■分割払手数料総額………………………128,227円
■お支払総額……………………………1,953,427円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。
SKYACTIV-G 1300 DOHC i-stop 2WD 
（6速アクティブマチック）〈LA2110〉

車両本体価格（消費税込）
1,350,000円より
お求めいただけます。

ガソリンエンジンモデルデミオは、 13C

Body Color:
ブルーリフレックスマイカ

■キャンペーン期間：2015年9月26日（土）～2015年12月20日（日）　　　　
■応募期間 第1回：9月26日（土）～11月7日（土） 
 第2回：11月8日（日）～12月20日（日）
■対象車種：デミオ、アクセラ、CX-3、CX-5

詳細は、右記URLまたはQRコードにて、ご確認ください。http://www2.mazda.co.jp/beadriver/try/mazda/
※試乗車の配備状況は店舗によって異なります。一部車種は店舗によっては取り扱いがありません。

ご試乗後にWEBへ感想を投稿いただいた方の中から抽選で、
全国で合計60名様に、試乗キャンペーン対象車4種類の

モデルカーの中から一つお選びいただいたものをプレゼント致します。

デザイン、走り、エンジンなど
他社製品を寄せ付けない圧倒
的な魅力があると思います。
造り手の想いが伝わる車が多い
と感じます。

20代
男性

ご試乗 
VOICE.1

ボイス

マツダ車の良さは乗ればすぐに
実感出来ると思っているので、
漠然とメーカーのイメージで
車選びをしてる人にこそ、勧め
たいと思います。

50代
男性

ご試乗 
VOICE.2

ボイス

乗らないと分からないって有る
んですね。機会があれば回りの
人たちに話しをしようと思います。
助手席に嫁を乗せての試乗でし
たが、とにかく嫁さんが気持ち
良いと言っていました。

40代
男性

ご試乗 
VOICE.3

ボイス

安易に過吸機やハイブリッドに
走らず、既存のシステムを徹底的に
磨き込む姿勢に強く好感を持ち
ました。こういう選択肢があるこ
とを、是非伝えたいと思います。

40代
男性

ご試乗 
VOICE.4

ボイス

＊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。

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、4つのパターンから選べます！

次の時代を創造するクリーンディーゼル搭載、コンパクトクロスオーバー。

革新的なクリーンディーゼルエンジンを搭載したデミオ。

人間を中心に考えてつくられた、マツダが推奨するドライビングポジション

すべてにおいて人間を中心に設計をしています。ドライバ
ーがまっすぐな姿勢で座り、足を自然に伸ばして操作でき
る位置にペダルを配置し、理想的なレイアウトを実現して
います。

人間中心のレイアウト
体型にあわせてハンモックのようにたわむ構造とフィッ
ト感を高めるウレタンを採用。体幹をしっかり支える事
で心地よいフィット感と、自然なペダル操作性を実現し
ています。

自然なポジションに導くシート
ドライバーが、迷うことなく確認や操作ができるよう、「走
行情報」を視線移動の少ない位置に、「快適・利便情報」を
センターディスプレイに集約しています。

運転に集中できるヘッズアップコクピット

街中もロングドライブも快適な力強さ、静かさを実現するクリーンディーゼルエンジン

アクセル操作に正確に応える細やかな加速コントロール性
によって、ストップ＆ゴーの多い市街地でも心地よく快適な
走りを楽しめます。

市街地
ディーゼルエンジンならではの大トルクだから、アクセルを
踏み足せばいつでも力強い加速を発揮。余計なシフトダウン
やもたつきのない、ワクワクするような気持ちの良い走り
を楽しめます。

高速走行
走り出した瞬間に気づくのは、その静かさです。遮音の
ためのさまざまな工夫を凝らすとともに、マツダ独自の低圧
縮比化などによってエンジン自体が発生するノイズを低減。

静粛性

ドライバーの思いのままに車を操る「人馬一体」の走り

SKYACTIV-CHASSISによって、強めのブレーキをかけても
車体が前につんのめることがありません。扱いやすくコン
トロール性のよいブレーキと相まって、狙った通りに安心
して減速することができます。

減速時
コーナーが連続するワインディング走行時にも、突然
グラッと車体が傾く感じや、ハンドリングの切り戻しによる
不安定な揺れが発生しません。

ワインディング走行時
交差点を曲がる際にも「よいしょ」という感じではなく、
「スッ」と軽く、なめらかにハンドルを回せ、クルマと一体と
なったドライビングフォールを感じられ、運転のしやすさを
自然に実感します。

交差点を曲がる時

※QRコードはスマートフォンのみ使用することができます。スマートフォンをお持ちでない方は、PCからのアクセスをお願いします。 ※「QRコード」は株式会社
デンソーウェーブの登録商標です。 ※サイトアクセスなどにかかる通信料はお客様負担となります。※一部の機種では仕様により、画面構造が崩れたり、正しく
機能しない場合がございます。予めご了承ください。※当サイトは予告なく終了致しますのでご了承ください。

※1

※1

※1

※1：クリーンディーゼル補助金（平成27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）■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年間保有する必要があります。■補助金交付対象となる車両の初度登録（または届出）の期間と申請書の受付期間は、次の通りです。▶車両の初度登録…平成27年7月1日～平成28年2月29日
▶申請書受付期間…平成27年9月24日（到着分）～平成28年3月7日（必着）■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、受け取ることができない可能性がございます。■補助金の予算の残額状況によっては、平成28年3月7日以前に、受付を終了する場合もあります。予めご了承ください。■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/をご覧いただくか、スタッフにおたずねください。

10/3 土 4 日




