
営業時間10：00～18：15 サービス受付は17：45まで

カーライフに役立つ情報満載！
ホームページをぜひご覧下さい。

西四国マツダ
http://nishi-shikoku-mazda.co.jp

※サイトアクセスの際の通信料はお客様のご負担となります。予めご了承願います。※機種によっては、正しくご覧いただけない場合がございます。

右記コードからも、アクセスできます。

［安全装備について］各機能はドライバーの安全運転を前
提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目
的としています。したがって、各機能の能力には限界があり
ますので過信せず、安全運転を心がけてください。また、各
システムは、いずれも天候状況、道路状況などの条件に
よっては、適切に作動しない場合があります。●装備内容
は、車種、グレード、メーカーオプションの設定により異なり
ます。詳しくは、Webもしくは営業スタッフへお問い合わせ
ください。●その他、作動条件等、重要な注意事項がござい
ますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご
確認ください。
★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。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせ
ください。■消費税以外の税金、保険料、登録等に伴う諸費
用、オプション代、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。■掲載の画像は実物と印象が相違する
場合があります。また、ボディカラー及び内装色が実車と
違って見えることがあります。詳しくは営業スタッフにおた
ずねください。■掲載の情報は、予告なく変更する場合が
あります。
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残価設定型クレジット「マツダスカイプラン」＊1なら
●頭金：800,000円
●3年プラン37回払い
●ボーナス月お支払い分（6回）：
　85,195円 月々30,000円

XD L Package車両本体価格4,012,200円（消費
税込み）の場合、●頭金800,000円●立替支払元金
3,212,200円●月々のお支払い分30,000円×29
回●ボーナス月お支払い分85,195円×6回●最終
回1回前のお支払い分29,987円●最終回（残価額）
お支払い分2,043,000円●分割支払金合計額
3,454,157円●お支払い総額4,254,157円

残価設定型クレジット「マツダスカイプラン」＊1なら
●頭金：500,000円
●3年プラン37回払い
●ボーナス月お支払い分（6回）：
　54,086円 月々25,000円

セダン 20S車両本体価格2,851,200円（消費税込
み）の場合、●頭金500,000円●立替支払元金
2,351,200円●月々のお支払い分25,000円×29
回●ボーナス月お支払い分54,086円×6回●最終
回1回前のお支払い分24,982円●最終回（残価額）
お支払い分1,452,000円●分割支払金合計額
2,526,498円●お支払い総額3,026,498円

残価設定型クレジット「マツダスカイプラン」＊1なら
●頭金：700,000円
●3年プラン37回払い
●ボーナス月お支払い分（6回）：
　79,305円 月々27,000円

XD L Package車両本体価格3,601,800円（消費
税込み）の場合、●頭金700,000円●立替支払元金
2,901,800円●月々のお支払い分27,000円×29
回●ボーナス月お支払い分79,305円×6回●最終
回1回前のお支払い分26,983円●最終回（残価額）
お支払い分1,834,000円●分割支払金合計額
3,119,813円●お支払い総額3,819,813円

残価設定型クレジット「マツダスカイプラン」＊1なら
●頭金：400,000円
●3年プラン37回払い
●ボーナス月お支払い分（6回）：
　81,847円 月々10,000円

20S車両本体価格2,160,000円（消費税込み）の場
合、●頭金400,000円●立替支払元金1,760,000
円●月々のお支払い分10,000円×29回●ボーナ
ス月お支払い分81,847円×6回●最終回1回前の
お支払い分9,985円●最終回（残価額）お支払い分
1,100,000円●分割支払金合計額1,891,067円
●お支払い総額2,291,067円

Body Color：マシーングレープレミアムメタリック Body Color：ソウルレッドクリスタルメタリック

CX-5 XD L Package
SKYACTIV-D 2.2 / 4WD / 6EC-AT [G4D310]

車両本体価格（消費税込）￥3,601,800
※ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、
車両本体価格75,600円（消費税抜き価格70,000円）高となります。
上記価格には含まれております。

2.2Lクリーンディーゼルエンジン

Body Color：マシーングレープレミアムメタリック

CX-8 XD L Package
SKYACTIV-D 2.2 / 2WD（FF） / 6EC-AT [J313A0]

車両本体価格（消費税込）￥4,012,200
※マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、
車両本体価格54,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。
上記価格には含まれております。

2.2Lクリーンディーゼルエンジン

CX-3 20S
SKYACTIV-G 2.0 / 2WD（FF） / 6EC-AT [WR2A10]

車両本体価格（消費税込）￥2,160,000
※マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、
車両本体価格54,000円（消費税抜き価格50,000円）高となります。
上記価格には含まれております。

2.0L高効率直噴ガソリンエンジン

Body Color：ソウルレッドプレミアムメタリック

ATENZA Sedan 20S
SKYACTIV-G 2.0 / 2WD（FF） / 6EC-AT [K16A10]

車両本体価格（消費税込）￥2,851,200
※ソウルレッドプレミアムメタリックは特別塗装色のため、
車両本体価格54,000円（消費税抜き価格50,000円）高となります。
上記価格には含まれております。

2.0L高効率直噴ガソリンエンジン

マツダ”3列シート”
クロスオーバーSUVデビュー

対象車種

CX-3・CX-5・CX-8・アテンザ・
アクセラ・デミオ・ロードスター

●おクルマの「将来の価値（残価率55％＊6　）」
　を「保証」します。

●月々のお支払い額を抑えられます。

●最終回のお支払い方法が選べます。
最終回のお支払い方法は
①新しい車にお乗り換え
②一括支払い ③分割支払い※3

④車両の返却※2から
お選びいただけます。

新車に乗り替えませんか？

＊1 [マツダスカイプラン] ●初回支払い月：5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1,000kmタイプで算出した一例です。●支払い例は平成30年3月時点での情報です。●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いません。●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）のお支払い方法は、■新車へ代替■最終回一括支払い■最終回分割
支払い※3■車両の返却※2から選択できます。 ※2 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。 ※3 最終回分の再分割支払いは、当初契約の分割回数に拘らず最長60回（60ヵ月）までとなります。尚、最終回分の再分割支払いには別途、条件と審査が
ございます。 ＊6 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）55％はSKYACTIV-D搭載車、SKYACTIV-G搭載車（CX-5〈KEEFW、KE5AW、KE5FW〉除く）、3年型、1,000kmタイプに限る。●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。

先鋭的で、上質な価値を高めた
コンパクト クロスオーバー SUV。

マツダが目指す理想に向けて、
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンともに
進化を遂げました。

すべてのドライバーに
究極の「走る歓び」をもたらす、
マツダのフラッグシップ。

残価設定型クレジット マツダスカイプラン＊1で

将来の
価値を保証

３年間でこの部分
だけ、お支払い

車両本体価格（税抜）

■３年プランのお支払いイメージ

分割（36回）お支払い分
頭金＋分割払手数料及び消費税 最終回お支払い分（37回目）

45
＊6

全グレード、
サポカーS・ワイド
に該当

いつもの道を、もっと安心して運転できる。

人にも、クルマにも作動する
デュアルセンサーブレーキサポート

車線のはみ出しをお知らせ

Body Color：オフブルーメタリック2トーン（特別塗装色）

HYBRID XS
660cc VVT / 2WD（FF） / CVT [922211] 車両本体価格（消費税込）￥1,533,600

マイルドハイブリット搭載

※上記価格はメーカーセットオプション［2トーンルーフパッケージ64,800円（消費税込）］込みの価格です。

システムが衝突のおそれを判断すると、ブ
ザー音などの警報によってドライバーに警告。
衝突の可能性が高まると、自動で強いブレー
キをかけ、衝突回避・被害軽減を図ります。

車線をはみ出しそうになると、警報に
よってドライバーに注意を促します。

※画像は説明のためのイメージです。

ふらつき警報機能作動イメージ図

※画像は説明のためのイメージです。

※状況によっては正常に作動しない場合があります。※ドライバーの安
全運転を前提としたシステムであり、事故被害の軽減を目的としていま
す。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心
がけてください。※〈作動条件〉約60km/h~約100km/hで走行中、車
線の左右区画線を検知し、自車の走行パターンを計測。システムが「ふら
つき」と判断した場合。※その他、重要な注意事項がございますので、営
業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。
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