SKYACTIV-D 1.5は、排気量 2.5Lの
ガソリンエンジン並の力強いトルクを実現
快適な走りを生む力強いトルクと
伸びやかなパワーフィール

人間中心のクルマづくりと革新の新技術で、
「人馬一体」の走りがさらに深化。

交差点や市街地などでのゆっくりした加速、高速道路での合流、コーナーを
抜ける時の再加速。
さまざまなシーンで、意のままに操る感覚と走りの質感の
高さを実感できます。

Photo：新型アクセラスポーツ 22XD L Package
Body color：マシーングレープレミアムメタリック
SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD（6速アクティブマチック）
〈SP2410〉 車両本体価格：3,142,800円
（消費税込）
※価格は特別塗装色マシーングレー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。

最高出力：77kW
〈105PS〉
/4,000rpm

/ 最大トルク：270N・m〈27.5kgf・m〉/1,600-2,500rpm

発進から走行中に至るまで、常に微妙なトルク制御を
自動的に行い運転中のストレスを低減

ハンドル切り始め
・エンジントルク低減
・前輪へ荷重移動

⇒応答性向上
・ドライバーのハンドル操作を検知
・最適なエンジントルクを演算しエンジンへ指示

ハンドル保持

人馬一体の感覚をこれまでよりさらに向上させる革新技術
「G-ベクタリング コントロール」
ドライバーのステアリング操作に応じて、エンジンのトルクを瞬間的かつ微妙な範囲での制御を
行うことで、走行中の4輪の接地荷重を細かく最適化します。それによって発進時から加速、高速
クルージングまで、あるいはコーナリング中、砂利道や凍結路など、あらゆる走行条件のステア
リングの応答性、走行安定性を向上させます。

・エンジントルク復元
・後輪へ荷重移動

⇒安定性向上

G-Vectoring Control
作動イメージ

NEW AXELA LINEUP
15S

燃料消費率

21.6km/L

※1

（国土交通省審査値）

新型アクセラスポーツ

車両本体価格

アクセラスポーツ 15XD

クリーンディーゼルエンジンモデル

SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD

Photo：新型アクセラスポーツ 15XD L Package Body color：ソウルレッドプレミアムメタリック
SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD
（6速アクティブマチック）
〈SM2410〉
車両本体価格：2,743,200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 54,000円（消費税込）
を含んでおります。

SKYACTIV-D 1.5

1.5Lクリーンディーゼルモデル登場

車両本体価格

NEW

（消費税込）

NEW

新型アクセラセダン
イメージ写真

G-ベクタリング コントロール（GVC）

ナチュラル・サウンド・スムーザー

HYBRID-C

Photo：新型アクセラ HYBRID-C
Body color：チタニウムフラッシュマイカ

ハイブリッドモデル

〈SR1110〉
SKYACTIV-HYBRID 2000 DOHC 2WD（電気式無段変速機）

車両本体価格

※2

（実質年率）

2,473,200円

（消費税込）

2.99%実施中！

燃料消費率

26.4km/L

23.0km/L

※1

マツダの理想の走りは

（消費税込）

HYBRID-C

2,303,640円

MAZDA SKYACTIV-D 1.5 SERIES
燃料消費率

1,922,400円

Photo：新型アクセラスポーツ 15XD
Body color：ディープクリスタルブルーマイカ

新型

新型アクセラ

Photo：新型アクセラスポーツ 15S
Body color：ジェットブラックマイカ

ガソリンエンジンモデル

SKYACTIV-G 1500 DOHC i-stop 2WD（6速アクティブマチック）
〈SH2210〉

15XD
（6速アクティブマチック）
〈SK2210〉

15S

※1

（国土交通省審査値）

（国土交通省審査値）

理想のドライビングポジションから
生まれる
前輪を前方へ
レイアウト

自然に足を伸ばした
ところにあるペダル

オルガン式アクセルペダル
操作イメージ

人間に合わせて操作ユニットや
シートを配置

例えば

デミオ XD

まっすぐな姿勢でシートに座り、足を自然に伸ばして操作できる
位置に各ペダルを配するという、理想的なレイアウトを実現しま

Photo：デミオ XD
Body color：ソウルレッドプレミアムメタリック
クリーンディーゼルエンジンモデル

SKYACTIV-D 1500 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD

した。
またオルガン式アクセルペダルは、細やかなペダル操作と

（6速アクティブマチック）
〈LL2E10〉

ブレーキペダルへのスムーズな踏み替えをサポートします。

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。

CX-3 XD

Photo：CX-3 XD
Body color：ソウルレッドプレミアムメタリック
クリーンディーゼルエンジンモデル

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 2,430,000 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。

※MT車も同様のレイアウトとなります。

SUMMER DRIVING FAIR

新型アクセラスポーツ 15XD（2WD 6AT）の場合
車両本体価格

2,303,640円（消費税込）

7,000円

月々

■ 頭金…………………………570,357円

■ 毎月お支払分…………7,000円×29回

■ 残価お支払分……………1,066,000円

■ 立替支払元金……………1,733,283円

■ ボーナス月お支払……98,000 円×6 回

■ 分割払手数料………………130,697円

■ 総お支払回数………………………37回

■ 最終回1回前お支払分…………6,980円

■ お支払総額………………2,434,337円
※保険料・税金・登録諸費用は別途必要です。

□支払回数 37回

□初回支払月 9月 □ボーナス月 7月・12月 □分割払手数料率（実質年率）2.99%で算出した一例です。

8.6SAT 9TUE

燃料消費率は定められた試験条件での値です。
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。

※1：

※2：
【マツダスカイプラン】○初回支払：平成28年9月、
ボーナス月：7月、12月、分割払手数料率（実質年率）2.99％で、
月間走行距離は、
また、本クレジットを取り扱っていない販売店もございます。詳しくは各販売店へお問い合わせください。○価格には、保険料、税金（消費税除く）、
自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用は含まれておりません。○審査の結果、
お受けできない場合もございます。○残価額（最終回）の
1,000kmタイプで算出した一例 です。○支払い例は平成28年7月時点の情報です。○マツダスカイプランの支払い例は各販売店により異なります。
お支払方法は、■新車へ代替 ■最終回一括払い ■最終回分割払い＊2 ■車両の返却＊1から選択できます。＊1残価額のお支払いは、車両の引渡しで代える事が可能です。ただし、引渡し時、
お車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。定められた規定範囲以外は、
お客様負担金が発生します。詳しい規定につきましては、販売店にご確認ください。＊2最終回分の再分割支払いは3年タイプで48回（48ヵ月）払い、
4年タイプで36回（36ヵ月）払い、5年・6年タイプは24回（24ヵ月）払いが最長となります。尚、最終回分の分割支払には別途、条件と
審査がございます。○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。
【エコカー減税について】■減税措置は車種・グレード・車両重量等によって適用内容が異なります。■商品の仕様変更等により、予告なく適用状態が変わる可能性がございます。
ご購入の際は必ず、最新の減税適用情報を各販売店へご確認ください。■環境対応車普及促進税制対象車（乗用自動車）
は、
「クリーンディーゼル乗用車」および「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32年度燃費基準+20％」
「平成32年度燃費基準+10％」
「平成32年度燃費基準」
「平成27年度燃費基準+10％」
「平成27年度燃費基準+5％」達成車です。
環境対応車普及促進税制として、新車登録時に取得税の免税・軽減措置(平成29年3月31日まで)、重量税の免税・軽減措置(平成29年4月30日まで)が受けられます。詳しくは営業スタッフまでおたずねください。■グリーン税制は、新車登録または届出の翌年度に自動車税または軽自動車税の軽減措置（平成29年3月31日までの新車登録・届出車が対象）が受けられます。詳しくは営業スタッフまでおたずねください。■自動車重量税、
自動車取得税の減税額は各種オプションを含まない車両重量、
メーカー希望小売価格を基に試算しています。
オプションを含むこと
で減税額が変わる場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。■自動車取得税は、都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がありますのでご注意ください。
■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。■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ください。

マツダ独自の新発想で実現した
静かなディーゼルエンジン SKYACTIV-D

2012 年から市場規模が大幅
に増加し、
年々拡大しています。

クルマに環境技術が求められる時代に新世代クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D」
力強さ、軽快さ、静かさ、独創のクリーンディーゼルエンジン。
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6割以上と圧倒的。
CO 2の排出量が少なく、燃料をきれいに燃焼しつくすので、
有害物質も発生しにくい。

持ち味であるパワフルなトルクが生みだす、なめらかで安定
感のある走り。

静かで心地よい走りを実現する、低圧縮ディーゼルエンジン。

2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」
「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」を

MAZDA SKYACTIV-D 2.2 SERIES

ダブル受賞しました。

あらゆる制約からドライバーを

大人の落ち着きを感じさせる、

解き放つSUV。

しなやかな美しさ。

CX-5 XD

新型アクセラスポーツ 22XD L Package

クリーンディーゼルエンジンモデル

〈GG1410〉
SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD（6速アクティブマチック）

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。

Photo：CX-5 XD

燃料消費率（国土交通省審査値）

Body color：ソウルレッドプレミアムメタリック

18.4km/L

車両本体価格

※1

クリーンディーゼルエンジンモデル

〈SP2410〉
SKYACTIV-D 2200 DOHC Diesel-Turbo i-stop 2WD（6速アクティブマチック）

3,142,800円

Photo：新型アクセラスポーツ 22XD L Package
Body color：ソウルレッドプレミアムメタリック

燃料消費率（国土交通省審査値）

19.6km/L

※1

（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。

Photo：ロードスター S Leather Package
Body color：ソウルレッドプレミアムメタリック

ロードスター S Leather Package

新型アテンザ、間もなく登場 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 第一弾、G-ベクタリング コントロールを搭載

このクルマを走らせれば、
きっとだれもが、
しあわせになる。

SKYACTIV ×Minivan

マ ツ ダ の

ガソリンエンジンモデル

〈DC1310〉
SKYACTIV-G 1500 DOHC 2WD（6MT）

車両本体価格

3,088,800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。

走 る 歓 び が 、家 族 を ひ と つ に す る 。

軽 自 動 車

多彩な機能と個性際立つデザインを融合したSUV。

燃料消費率

32.0km/L

※1

フレアクロスオーバー XS

（国土交通省審査値）

S-エネチャージ搭載

〈BX1210〉
660 DOHC VVT 2WD（CVT）

車両本体価格

1,493,640 円

プレマシー 20S-SKYACTIV

Photo：フレアクロスオーバー XS
Body color：クリスタルホワイトパール

（消費税込）

Photo：プレマシー 20S-SKYACTIV
Body color：ラディアントエボニーマイカ
ガソリンエンジンモデル

〈CK1210〉
SKYACTIV-G 2000 DOHC i-stop 2WD（6速アクティブマチック）

※価格は特別塗装色クリスタルホワイトパール21,600円（消費税込）
を含んでおります。

車両本体価格

2,268,000 円

（消費税込）

燃料消費率（国土交通省審査値）

16.2km/L

※1

7人乗り

ビアンテ GRANZ-SKYACTIV

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

車両本体価格

8人乗り

Photo：ビアンテ GRANZ-SKYACTIV
Body color：ジェットブラックマイカ
ガソリンエンジンモデル

燃料消費率（国土交通省審査値）

2,673,000 円

14.8km/L

※1

（消費税込）

※2：
【エコカー減税について】■減税措置は車種・グレード・車両重量等によって適用内容が異なります。■商品の仕様変更等により、予告なく適用状態が変わる可能性がございます。
ご購入の際は必ず、最新の減税適用情報を各販売店へご確認ください。■環境対応車普及促進税制対象車（乗用自動車）
は、
「クリーンディーゼル乗用車」および「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32年度燃費基準+20％」
「平成32年度燃費基準+10％」
「平成32年度燃費基準」
「平
成27年度燃費基準+10％」
「平成27年度燃費基準+5％」達成車です。環境対応車普及促進税制として、新車登録時に取得税の免税・軽減措置（平成29年3月31日まで）、重量税の免税・軽減措置（平成29年4月30日まで）
が受けられます。詳しくは営業スタッフまでおたずねください。■グリーン税制は、新車登録または届出の翌年度に自動車税または軽自動車税の軽減措置（平成29年3月31日までの新車登録・届出車が対象）
が受けられます。詳しくは営業スタッフまでおたずねください。■自動車重
量税、
自動車取得税の減税額は各種オプションを含まない車両重量、
メーカー希望小売価格を基に試算しています。
オプションを含むことで減税額が変わる場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。■自動車取得税は、都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合がありますのでご注意ください。

燃料消費率

燃料消費率

33.0km/L

燃料消費率

32.0km/L

※1

37.0km/L

※1

（国土交通省審査値）

※1

（国土交通省審査値）

★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！

（国土交通省審査値）

トータルカーライフをサポートする

S-エネチャージ搭載

〈BG3211〉
660 DOHC VVT 2WD（CVT）

車両本体価格

Photo：フレア HS
Body color：クリスタルホワイトパール

1,394,280 円

※価格は特別塗装色クリスタルホワイトパール21,600円（消費税込）
を含んでおります。

（消費税込）

フレアワゴン XG

S-エネチャージ搭載

〈971110〉
660 DOHC VVT 2WD（CVT）

車両本体価格

Photo：フレアワゴン XG
Body color：クリスタルホワイトパール

1,382,400 円

※価格は特別塗装色クリスタルホワイトパール21,600円（消費税込）
を含んでおります。

（消費税込）

キャロル GS

Photo：キャロル GS
Body color：スペリアホワイト

レーダーブレーキサポート装着車

〈AG1310〉
660 DOHC VVT 2WD（CVT）

車両本体価格

1,013,040 円

（消費税込）

燃料消費率は定められた試験条件での値です。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。

※1：

045-931-3555
定休日（毎週水曜日、第2水曜の翌木曜日） 営業時間 9:30〜19:00

※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。

ホームページアドレス

横浜市緑区青砥町143-4

ユーカーランド

駅北口

ジョナサン

JR中山駅
緑郵便局

http://www.mazda-yokohama.com/

佐江戸

横浜中山
バ
ーミ
ヤン
ネッツ
NTT
NTT
郵便局
入口

三保 至 十日市場

■ 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ください。

中原
街道

フレア HS

横浜中山

至 市ヶ尾
安楽亭
貝ノ坂

青砥町

薮根

千代橋

トステム

マツダオートザムディーラー

小山町 中山駅
入口

出崎橋
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横浜上麻生線

ららぽーと
横浜
至 第三京浜港北IC

地蔵尊前

鴨池大橋

落合橋

鶴見川

JR鴨居駅

宮ノ下
鴨居

至 泉谷寺
至 梅ノ木

