
■ ブラックレザーインテリア
■ CD/DVDプレーヤー+
　 地上デジタルTVチューナー
　（フルセグ）
　 

特別装備

電子制御で駆動力を積極的にコントロールし、走破性能と燃費性能を高次元で両立。

クリーンディーゼルエンジンモデル

※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。

NEW デミオ XD Touring
SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD（6速アクティブマチック）〈LM2F10〉

車両本体価格 （消費税込）2,008,800円

「人馬一体」の楽しさは、徹底した
人間中心設計が支えている。

Photo:デミオ XD Touring
Body Color:ソウルレッドプレミアムメタリック

Photo：デミオ 13S
BLACK LEATHER LIMITED

Body Color:ブルーリフレックスマイカ上質でしなやかな黒革と
シルバーのアクセントが、特別感を引き立てます。

NEW デミオ 13S BLACK LEATHER LIMITED    ガソリンエンジンモデル

SKYACTIV-G 1300 DOHC i-stop 2WD （6速アクティブマチック）〈LX3DB0〉

車両本体価格 （消費税込）1,771,200円
特別仕様車

SKYACTIV車を
クレジットでご購入の方の内、

マツダスカイプランを
選ばれています！の方が約6割＊

＊マツダ購買データより。（調査期間2014年1月～12月）

月々8,000円
□ 支払回数 37回　
□ 初回支払月 3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 NEW デミオ XD Touring
（2WD 6AT） 

車両本体価格2,008,800円（消費税込）の場合 

■頭金………………………………………608,800円
■立替支払元金…………………………1,400,000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…………………61,917円×6回

■最終回1回前お支払分………………………7,985円
■残価お支払分…………………………930,000円
■分割払手数料総額………………………141,487円
■お支払総額……………………………2,150,287円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

ナチュラル・サウンド・スムーザー

ディーゼルノック音を効
果的に抑制し、車内外で
聞こえるエンジン音も低
減しています。

【標準装備】XD Touring / 
XD Touring L Package /
特別仕様車 BLACK LEATHER 
LIMITED（ディーゼル車）

NEW

シャークフィンアンテナ（ラジオ用）

優れた空力性能と風切
音をおさえた静粛性を
実現しました。

【標準装備】13S Touring / 
13S Touring L Package / 
XD Touring / 
XD Touring L Package / 
特別仕様車 BLACK LEATHER 
LIMITED
【メーカーセットオプション】13S

NEW

クリーンディーゼルエンジンモデル

※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。

NEW CX-3 XD Touring
SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD（6速アクティブマチック） 〈W52B10〉

車両本体価格 （消費税込）2,646,000円

更なる静粛性を高めたクリーンディーゼル搭載、
コンパクトクロスオーバー。

Photo:CX-3 XD Touring
Body Color:ソウルレッドプレミアムメタリック

月々9,000円
□ 支払回数 37回　
□ 初回支払月 3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
NEW CX-3 XD Touring 

（2WD 6AT）
車両本体価格2,646,000円（消費税込）の場合 

■頭金………………………………………746,000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…………………99,198円×6回

■最終回1回前お支払分………………………8,984円
■残価お支払分…………………………1,225,000円
■分割払手数料総額………………………190,172円
■お支払総額……………………………2,836,172円

※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

ピストンピン

コンロッド

ナチュラル・サウンド・スムーザー

ピストン

ナチュラル・サウンド・スムーザー

ディーゼルノック音を効
果的に抑制し、車内外で
聞こえるエンジン音も低
減しています。

【標準装備】 全グレード

NEW

4.0㎜ガラス採用

フロントドアガラスの厚
みを3.5㎜から上級セ
グメント同等の4.0㎜に
アップ。
車外騒音の侵入を効果
的に遮音します。
【標準装備】 全グレード

NEW

デミオブラックレザーリミテッド
特別仕様車

マツダのスカイアクティブ テクノロジー搭載車に乗って、
クルマを通した生活を心から楽しみたい方へ。

※1：4年型の残価率（車両本体価格（税抜）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。

■ 新しいクルマに乗り替える

❶下取して精算
❷一括でお支払い

❸分割でお支払い＊3
　

■ そのまま乗り続ける

❹返却してお支払い＊4
　

■ クルマを手放す

3年型（37回払い）の
お支払いイメージ※1 最終回分のお支払いは、4つのパターンから選べます！

マツダスカイプランを
ご利用されたことに
ご満足されて
いますか？

あまり満足ではない
0.2％

満足ではない
0.8％

満足
56.9%まあ満足

31.8%

普通
10.3%

○本クレジットご利用の場合は、車両保険へのご加入をお勧めいたします。
○本クレジットを取り扱っていない販売店もございます。詳しくは各販売店の営業スタッフにお問合せください。 

マツダスカイプランをご利用頂いた のお客様が満足されています。

QQ

調査期間 2012年11月1日～2012年11月30日
調査手法 アンケート用紙郵送調査
調査対象 マツダスカイプラン契約者1000人
 （2012年6月～9月購入）
有効回答数 603件

マツダスカイプランをご利用した理由

・月額が軽減できたので。            
・残価が保証されているので。
・最終回の支払いが選択できるので。
・申し込み/契約手続きが簡単だったので。

月々のお支払額が軽減できる！ 
（通常クレジット比）

支払期間をお選びいただけます。

最終回のお支払い方法を選択できる。

3年後・5年後の残価も安心できる。

マツダスカイプランなら…
残価設定型クレジット

SKYACTIV TECHNOLOGY 搭載車専用

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！

クリーンディーゼルエンジンモデル

NEW デミオ XD

SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo
i-stop AWD （6速アクティブマチック）
〈LLBE10〉

車両本体価格 （消費税込）1,976,400円 Photo：デミオ XD
Body Color:アルミニウムメタリック

クリーンディーゼルエンジンモデル

NEW CX-3 XD

SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo
i-stop AWD （6速アクティブマチック）
〈W4BA10〉

車両本体価格 （消費税込）2,592,000円 Photo：CX-3 XD
Body Color:チタニウムフラッシュマイカ

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 AWD （6速アクティブマチック）
〈GGA410〉

車両本体価格 （消費税込）3,061,800円 Photo：CX-5 XD
Body Color:ブルーリフレックスマイカ

このコンビネーションは、いつでもどこでも、安心と走る歓びを、乗る人すべてにお届けします。

路面状態の変化を察知してクリーンディーゼルの豊かなトルクを4輪に、最適なバランスで伝える。
クリーンディーゼルの気持ちの良い走りを、安心して楽しむために生まれた、マツダのコンビネーションです。

クリーンディーゼルエンジン
「SKYACTIV-D」

新世代4WDシステム「i-ACTIV AWD」

2014/10/27～2015/3/22TRY!SKYACTIV-D試乗キャンペーンで投稿された試乗コメント（抜粋）です。※コメントは個人の感想です。 マツダのオフィシャルサイトで投稿された試乗コメント（抜粋）です。※コメントは個人の感想です。

低コスト
優れた燃費性能

パワフル
大きいトルク

クリーン
低CO　2排出量

ディーゼル
エンジンの
メリット

高い効率の内燃機関として燃料エネルギーを無駄なくエンジンを
動かす力にできることにより、大きなトルクや優れた燃費性能、
CO2排出量もガソリンエンジンに比べて低く、
ランニングコストも軽油のほうが経済的です。

注目を集めるクリーンディーゼル市場で
その存在感を高める
マツダのSKYACTIV-D
拡大し続けるクリーンディーゼル市場の中でも、
マツダのシェアは7割以上と圧倒的。

2015年1-6月 クリーンディーゼル乗用車販売シェア

Driver’s  VOICE .1
ディーゼルなのに黒煙が出ない。
運転を楽しんでも多分燃費がいいと
思う。

［ 40代男性 ］
ドライバーズボイス Driver’s  VOICE .2

エンジン音が静か、本当に静か。
力強い走り！運転に余裕ができる。

［ 40代男性 ］
ドライバーズボイス Driver’s  VOICE .3

坂道、追い越し走行ではトルクが有
るのでストレスのない加速が感じら
れました。

［ 40代男性 ］
ドライバーズボイス Driver’s  VOICE .1

AWDのおかげか雨の高速の安定
感も抜群です。

［ 50代男性 ］
ドライバーズボイス Driver’s  VOICE .2

まず、FFとAWDの両方の試乗を強
くオススメします。乗り味が全く別
物です。

［ 30代男性 ］
ドライバーズボイス Driver’s  VOICE .3

さすがディーゼル。AWDのSUVで
この燃費は素晴らしいの一言。

［ 30代男性 ］
ドライバーズボイス

多くのセンサーがドライバーの
意図と走行状況を正確に検知

必要な後輪トルクを
瞬時に演算・指令

安定した走りと
優れた低燃費を両立

Photo：デミオ 13C
Body Color:スモーキーローズマイカ

ガソリンエンジンモデル

NEW デミオ 13C

SKYACTIV-G 1300 DOHC i-stop 
2WD （6速アクティブマチック）
〈LG2A10〉

車両本体価格

（消費税込）1,350,000円

クリーンディーゼルエンジンモデル

NEW CX-3 XD

SKYACTIV-D 1500 DOHC
Diesel-Turbo i-stop 
2WD （6速アクティブマチック）
〈W42A10〉

車両本体価格

（消費税込）2,376,000円 Photo：CX-3 XD
Body Color:セラミックメタリック

約9割

Photo：イメージ

SKYACTIV体感フェア「静粛性」を高めた、新型デミオ＆ 新型CX-3登場

申請期限等につきましては、最下段の注釈をご覧下さい。

申請期限等につきましては、最下段の注釈をご覧下さい。

※1：クリーンディーゼル補助金とは、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を指します。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年間保有する必要
があります。平成28年3月11日までに初度登録された自動車が対象となります。申請受付期間は平成28年3月14日17時（必着）までです。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、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14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/をご覧ください。また、営業スタッフまでおたずねください。 

2/6土 7日




