発表展示会
9/ 8 ㈯ 9 ㈰

※キャンペーンについての
詳細はこちらから

※実際の賞品と写真が一部異なる場合がございます。また、右記の賞品がモデル
チェンジ/販 売終了/品切れなどの場合は、同等の商品に変 更させていただきま
す。
予めご了承ください。
また、
下記の
「ご注意」
を必ずご確認ください。

ご応募途中の書類の紛失、事故などにつきましては、弊社は責任を負いかねます。発送は日本国内に限らせていただきます。専用ハガキ以外のハガキ、複写されたもの、封書での送付は無効とさせていただきます。お客様記入欄に記入もれ
があった場合は無効とさせていただきます。ご記入いただいた住所が不明などの理由によりお届けできない場合は当選が無効になります。当選の権利は譲渡できません。賞品の発送先はご本人様のみとなります。お届けに時間がかかる場
合がございます。賞品の色はお選びいただけません。賞品がモデルチェンジ・販売終了・品切れなどの場合は、同等の賞品に変更させていただきます。予めご了承ください。詳しくは営業スタッフまでお尋ねください。

2018年7月20日〜9月21日のキャンペーン期間中、対象車種をご試乗されたお客様に、応募ハガキをお渡しいたします。ハガキの指定欄
に必要事項をご記入のうえ、保護シールを貼っていただき2018年9月30日(当日消印有効)までに郵送ください。賞品の発送をもって、
当選者の発表に代えさせていただきます。
おひとりの当選は1回限りとさせていただきます。

「進化したSKYACTIV-G 1.5 」をデミオのガソリンエンジンモデル全車に搭載して新登場。
市街地などで

合流シーンで

余裕ある
走り

力強い
加速

思いのままの発進・加速で運転にゆとり

1.5

1,787,400円

全グレード該当 車両本体価格
（消費税込）

※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、54,000円（消費税込）高となります。上記価格に含まれております。

車両本体価格1,787,400円（消費税込）の場合

残価設定型クレジット「マツダスカイプラン」なら

SKYACTIV-G1.5 1500 DOHC ガソリンエンジン i-stop 2WD <6EC-AT>
［V35C1-0］

19

.0
km/L

（国土交通省審査値）

19

※2

市街地モード (WLTC-L)：15.0km/L
(WLTC-M)：19.4km/L
郊外モード
高速道路モード(WLTC-H)：21.2km/L

月々

※2

デミオのクリーンディーゼルエンジンモデル は XD(2WD) 1,814,400円（消費税込）よりお求めいただけます。

1.8Lクリーンディーゼルエンジン搭載モデルが登場！

ミスト

車両本体価格（消費税込）

1,393,200円

マルーン

Mist Maroon 」誕生。
色と素材のコーディネーションにこだわった専用インテリア

■スーパーUVカットガラス・IRカットガラス イメージ図

ガソリンエンジン

※メーカーセットオプション：15S、XD
※標準装備：15S Touring、15S Touring L Package、
15S Mist Maroon、15S Noble Crimson、
XD Touring、XD Touring L Package、
XD Mist Maroon、XD Noble Crimson、

15S Mist Maroon

Body Color : マシーングレープレミアムメタリック
（特別塗装色）

インパネデコレーションパネル：
（グランリュクス®・ディープレッド・ブルーグレーステッチ）

1,825,200円

車両本体価格（消費税込）

1.5

43,200円
※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、
（消費税込）
高となります。
上記価格に含まれております。

スポーツタン内装とブラウンソフトトップの特別仕様車

Exclusive Mods 」
エクスクルーシブ

専用シート：
グランリュクス®・ディープレッド/クロス・ブラック

SKYACTIV-G1.5 1500 DOHC ガソリンエンジン i-stop 2WD ＜6EC-AT＞
［V55E1-0］

クリーンに、そしてモダンに磨き上げた特別仕様車
「

1.5

SKYACTIV-G1.5 1500 DOHC ガソリンエンジン i-stop 2WD
<6EC-AT>
［V15A1-0］

日焼けの原 因となるUV（紫外
線）、さらにジリジリとした暑さ
のもとであるIR（赤外線）をカッ
トするガラスを採 用。強い日射
しからお肌を守るだけでなく、
室内の温度上昇も抑制します。

UV（紫外線）CUT
IR（赤外線）CUT

6,800円

■頭金：292,540円 ■クレジット元金：1,494,860円 ■残価額：910,000円 ■月々の支払額：6,800円×29回
■ボーナス月お支払分：82,000円×6回 ■最終回1回前のお支払：6,784円 ■分割支払金合計額：1,605,984円
■お支払総額：1,898,524円

(WLTC-L) ：15.0km/L
市街地モード
(WLTC-M) ：19.4km/L
郊外モード
高速道路モード (WLTC-H) ：21.2km/L

15C

大人が香る、洗練を極めた特別仕様車 「

スーパーUVカットガラス・IRカットガラス
デミオ 15S Touring（特別塗装色）

燃 料消費率

（国土交通省審査値）

.0
km/L

Body Color : ソニックシルバーメタリック

ガソリンエンジン

Body Color : ソウルレッドクリスタルメタリック（特別塗装色）

※詳しくは各店の営業スタッフにおたずねください。

15S Touring

燃 料消費率

日射しによるストレス軽減

ガソリンエンジン

頻繁なシフトチェンジがなく、
スムーズに合流

実 用燃 費も向上

より爽快なパワーフィールと、誰もが余裕を持って運 転で
きるスムーズで上 質な走りを追求し、ピストン形 状やマル
チホールインジェクターなどに最新技術を採用。実用燃 費
の向上を図るとともに、思いのままにクルマを操る「人馬一
体」の走りの楽しさによりいっそう磨きをかけています。

NEWデミオ
新潟マツダ全店で試乗・体感できます。

進化したガソリンエンジンでも価格はそのまま

幅広いシーンで余裕を持った
上質な走りを実現

1.5
- 1.5L高効率直噴ガソリンエンジン -

モッズ

キャラメル

トップ

「 Caramel Top」
全グレード該当

クリーンディーゼルエンジン

XD

全グレード該当

専用シート：ナッパレザー・ディープレッド

1.8

SKYACTIV-D1.8 1800 DOHC ディーゼルターボ i-stop 2WD
<6EC-AT>［H1211-0］

2,436,480円

サポカーS・ワイドに全車該当。NEWロードスター。

車両本体価格（消費税込）
燃 料消費率

20.0

（国土交通省審査値）

※2

km/L

(WLTC-L) ：16.8km/L
市街地モード
(WLTC-M) ：20.0km/L
郊外モード
高速道路モード (WLTC-H) ：22.2km/L

取得税 / 重量税

CX-3 XD

免税

クリーンディーゼルエンジン

月々

インパネデコレーションパネル

（合成皮革・ピュアホワイト）

XD Exclusive Mods

車両本体価格 2,436,480円（消費税込）の場合

残価設定型クレジット
「マツダスカイプラン」
なら

Body Color : エターナルブルーマイカ

Body Color :
スノーフレイクホワイトパールマイカ
（特別塗装色）

エコカー減税 ※3 ＜対象＞

1.8

SKYACTIV-D1.8 1800 DOHC ディーゼルターボ i-stop 2WD <6EC-AT>［H5251-0］

8,800円

2,900,880円

※スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、32,400 円（消費税込）高となります。上記価格に含まれております。

Body Color : ソウルレッドクリスタルメタリック（特別塗装色）

S Special Package

1.5

ガソリンエンジン

SKYACTIV-G1.5 1500 DOHC ガソリンエンジン 2WD(FR) <6MT>［DR121-0］

2,824,200円

ロードスターRF は S(2WD)<6MT> 3,369,600円（消費税込）よりお求めいただけます。

仁瓶 めい さんが ”CX-3に乗ってみた”
の動画はこちらから

Caramel Top

ソフトトップ：ブラウン
（インシュレーター付）
1.5

SKYACTIV-G1.5 1500 DOHC ガソリンエンジン 2WD(FR) <6MT>［DW14A-0］

車両本体価格（消費税込）

※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、64,800円
（消費税込）
高となります。上記価格に含まれております。

ミス・ユニバース・ジャパン 2018 新潟大会グランプリ

CX-3のガソリンエンジンモデル は 20S(2WD)
2,127,600円（消費税込）よりお求めいただけます。

ガソリンエンジン

Body Color : ソウルレッドクリスタルメタリック（特別塗装色）

車両本体価格（消費税込）

■頭金：537,450円 ■クレジット元金：1,899,030円 ■残 価額：1,240,000円
■月々の支払額：8,800円×29回 ■ボーナス月お支払分：90,000円×6回
■最終回1回前のお支払：8,811円 ■分割支払金合計額：2,044,011円
■お支払総額：2,581,461円

シート：スポーツタン
（本革）

燃 料消費率

16.8

（国土交通省審査値）

※2

km/L

(WLTC-L) ：12.0km/L
市街地モード
(WLTC-M) ：17.7km/L
郊外モード
高速道路モード (WLTC-H) ：19.5km/L

3,159,000円

車両本体価格（消費税込）

※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、64,800円（消費税込）高となります。
上記価格に含まれております。

販売期間：2018 年 12 月 24 日まで
注文受付

COMING SOON ・・・

最高のエレガンスを追求したマツダのフラッグシップ。
ガソリンエンジン

20S

2.0

SKYACTIV-G2.0 2000 DOHC ガソリンエンジン i-stop 2WD <6EC-AT>
［C1211-0］

2,905,200円

車両本体価格（消費税込）

全グレード該当

※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、75,600 円（消費税込）高となります。
上記価格に含まれております。
燃 料消費率

16.6

（国土交通省審査値）

Photo: Sedan
Body Color : ソウルレッドクリスタルメタリック（特別塗装色）

燃 料消費率

※1

km/L

15.0

（国土交通省審査値）

アテンザ 20S（特別塗装色）
残価設定型クレジット
「マツダスカイプラン」
なら

※2

km/L

(WLTC-L) ：11.7km/L
市街地モード
(WLTC-M) ：15.4km/L
郊外モード
高速道路モード (WLTC-H) ：17.2km/L

アテンザのクリーンディーゼルエンジンモデル は
XD(2WD) 3,240,000円（消費税込）よりお求めいただけます。

更なる
「走る歓び」
を追求しラインアップを拡大。

カーライフに応じた幅広い選択肢を実現。

進化したCX-5、間もなく登場

進化した新型CX-8、間もなく登場

車両本体価格 2,905,200円（消費税込）の場合

月々

9,800円

■頭金：759,550円 ■クレジット元金：2,145,650円 ■残 価額：1,479,000円
■月々の支払額：9,800円×29回 ■ボーナス月お支払分：90,000円×6回
■最終回1回前のお支払：9,795円 ■分割支払金 合計 額：2,312,995円
■お支払総 額：3,072,545円

新たにロードスターも先進安全技術を標準装備して、主要7車種が「サポカーS・ワイド」に該当しています。

【サポカーとは？】 近年増加する高齢ドライバーによる自動車事故を受け、交通事故防止対策の一環として経済産業省や国土交通省等が推奨する新しい自動車安全コンセプト、それがセーフティ・サポートカー（通称：サポカー）です。
安全運転サポート車と区分

新車がもっとお求めやすく！
残価設定型クレジット マツダスカイプラン
おクルマの将来の残価を保証し、月々のお支払いを軽減。
SKYACTIV TECHNOLOGY搭載車専用の特別なクレジットプランです。

本社/新潟市東区山木戸8-4-15 TEL/025-271-8111㈹

新潟マツダのホームページ

http://niigata-mazda.dealer.mazda.co.jp

例えば、3年型（37回払い、1,000kmタイプ）のお支払いイメージ

3 年間で

この部分だけ
お支払い

残価率

45% 55%
最大

※❺

+分割払い手数料及び消費税

頭金＋分割（36回）
お支払い分

最終回お支払い分
（37回目）

車両本体価格
（税抜）

新しい車に乗り替える

①下取にして最終回分をご精算
最終回お支払分は
4つのパターンから
お選びいただけます

セーフティ・サポートカーS
（略称：サポカーS）

そのまま乗り続ける

②最終回分を一括でお支払い
③最終回分を再度、
分割でお支払い※③
クルマを手放す

④返却して最終回お支払い分に充当※④

搭載する技術によって3つの区分に分類
※特に高齢運転者に推奨。

マツダスカイプラン
の詳 細はこちらから

ワイド

［自動ブレーキ
（対歩行者）
［
］ペダル踏み間違い時加速抑制装置＊1］
］先進ライト＊3］
搭載車
［車線逸脱警報＊2［

ベーシック+

［自動ブレーキ
（対車両）
］
搭載車
［ペダル踏み間違い時加速抑制装置＊1］

ベーシック

＊4］
［低速自動ブレーキ
（対車両）
［ペダル踏み間違い時加速抑制装置＊1］
搭載車

＊1 マニュアル車は除く。＊2 車線維持支援装置でも可。
＊3 自動切替型前照灯、
自動防眩型前照灯または配光可変型前照灯をいう。＊4 作動速度域が時速30km以下のもの。

セーフティ・サポートカー ［自動ブレーキ］搭載車

マツダはスポーツカーも「サポカーS・ワイド」

＊セーフティ・サポートカーS
（サポカーS）
の詳細はこちらから

※1：燃料消費率（国土交通省審査値）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。※2：WLTCモード燃費は、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配
分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
記載の消費税込価格は、
税率8％に基づく価格となります。

※掲載の価格には、
消費税以外の税金、
保険料、
登録に伴う諸費用は含まれておりません。
また、
価格及び仕様等は予告なく変更される場合がございます。
※リサイクル料金が別途必要になります。
※ボディカラー、
内装、
シート色は印刷インキの性質により実際の色と異なって見えることがあります。
※掲載の車は全店に展示されていない場合もございますので詳しくは各店にお問合わせ下さい。
※車両本体のみでもご購入できます。

「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」
または
「平成30年基準排出ガス50％低減レベル(SU-LEV)認定車」
かつ
「平成32年度燃費基準+50％」
「平成32年度燃費基準+40％」
「平成32年度燃費基準+30％」
「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」
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31年3月31日まで）
、
重量税の免税・軽減措置
（平成31年4月30日まで）
が受けられます。
※車種・グレード・オプション等により適用内容が異なります。
詳しくは営業スタッフまでおたずねください。
【エコカー減税】※3 環境対応車普及促進税制対象車（乗用自動車）は、

認証番号0009978

■定休日のお知らせ：火曜日・第2、第4水曜日・他
■営業時間のお知らせ：AM9:45〜PM6:00

【残価設定型クレジット マツダスカイプラン】※支払回数37回 上限走行距離を1,000キロ／月、初回お支払い月を2018年10月、ボーナス月を12・7月で算出した一例です。※車両本体価格には保険料、登録に伴う諸費用、取得税、リサイクル料金等の諸費用は含まれておりません。※マツダスカイプランは予め設定した将来の価値（残価額）を最終回に据え置いて、残りの金額を分割でお支払いするSKYACTIV車のみの月々ラクラク安心な返済プランです。残価額（最終回）のお支払いは次の4パターンからお選びいただけます。※①新車への代替※②最終回を一括支払 ※③最終回を分割支払（最終回分の再分割支払い（再クレ
ジット）は一律上限60回（ヶ月）となります。また別途条件、審査がございます。）
※④車両の返却
（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。詳しい規定につきましては販売店にご確認下さい。）※本クレジットは新車をご購入の方が対象となります。※審査の結果、お受けできない場合がございます。※本クレジットは予告なく終了する場合がございますので、予めご了承下さい。※❺支払期間、車種、搭載モデル等により残価率（車両本体価格〈税抜〉に占める最終回お支払い分の割合）が異なります。※詳しくは営業スタッフにお問い合わせ下さい。

2018.9.8〜2018.9.9号

