SKYACTIV-G 2.5T 登場
従来のクリーンディーゼルに加え、
シリーズ初のターボモデル
ガソリンエンジンを新設定。

特別仕様車

XGスペシャル 登場

こんなシーンに活躍

市街地や高速道路での合流や
追い抜き
坂道やカーブが続く道路
2.5L 高効率直噴ガソリンターボエンジン

Body Color：オフブルーメタリック 2 トーンカラー

CX-8 25T L Package

SKYACTIV-G 2.5T / 4WD / 6EC-AT [J7B-3A-0]

￥4,298,400

車両本体価格（消費税込）

※上記の価格には、マシーングレープレミアムメタリック
（特別塗装色 /54,000 円（消費税込））の価格が含まれています。

好みのエンジンを選ぶと、
ドライビングはもっと楽しい

CX-8 XD L Package

2.2L クリーンディーゼルエンジン

SKYACTIV-D 2.2 / 4WD / 6EC-AT [JCB-6A-0]

￥4,514,400

車両本体価格（消費税込）
Photo：25T L Package 4WD Body Color：マシーングレープレミアムメタリック

もっと自由に楽しむ、特別なスタイル。
マイルドハイブリッド搭載

FLAIR CROSSOVER XG スペシャル
660 DOHC VVT / 2WD（FF）/ CVT [B12-41-0]

￥1,547,640

車両本体価格（消費税込）

※上記の価格には、マシーングレープレミアムメタリック
（特別塗装色 /54,000 円（消費税込））の価格が含まれています。

特別仕様車

Exclusive Mode

UTILITY
狭い場所でも全開できて、
スムーズに
乗り降りできる便利なスライドドア。

大人の審 美 眼を満 たす、格 別な 1 台 。

マイルドハイブリッド搭載

Body Color：オフブルーメタリック 2 トーンカラー（ホワイトルーフ）

FLAIR WAGON HYBRID XS

￥1,533,600

660 DOHC VVT / 2WD（FF）/ CVT [922-21-1] 車両本体価格（消費税込）

2.5L 高効率直噴ガソリンターボエンジン

CX-5 25T Exclusive Mode

ドライブをさらに快適に楽しむ、
マイルドハイブリッド。

SKYACTIV-G 2.5T / 2WD（FF）/ 6EC-AT [G84-41-0]

￥3,704,400

車両本体価格（消費税込）

Body Color：マシーングレープレミアムメタリック

※上記の価格には、マシーングレープレミアムメタリック
（特別塗装色 /54,000 円（消費税込））の価格が含まれています。

残価設定型クレジット

マツダスカイプラン＊1 で

●おクルマの
「将来の価値（残価率 55％
●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。

＊6

）
」
を
「保証」
します。 ■３年プランの
お支払いイメージ

愛媛県

TEL.

松山市
土居町793-1

089-957-2525

中古車
展示場アリ

高知中央店
TEL.

高知市南金田4-11

088-883-8460

高知駅から東へ1km

最終回お支払い分（37 回目）

車両本体価格（税抜）

山越店

TEL.

松山市
山越 6-5-18

089-925-8140

中古車
展示場アリ

新居浜店
TEL.

JR 松山駅北へ 2km中央通り先

松山南警察署から南へ700m

高知県

分割（36 回）
お支払い分
頭金＋分割払手数料及び消費税

CX-3・CX-5・CX-8・アテンザ・アクセラ・デミオ・ロードスター

森松店

＊6

３年間でこの部分
だけ、お支払い

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※3④車両の返却※2
からお選びいただけます。
対象車種

新車がもっとお求めやすく！

中古車
展示場アリ

朝倉店
TEL.

高知市朝倉西町1丁目10-6

088-844-3131
高知病院から西へ500m

新居浜市
萩生606-1

中古車
展示場アリ

南国店

今治店
TEL.

今治市
郷桜井4-7-52

0898-48-7744

中古車
展示場アリ

宇和島店

TEL.

湯ノ浦インターから北へ旧国道 2km

県立病院から西へ 800m

TEL.

660 DOHC VVT / 2WD（FF）/ CVT [BL2-21-0]

￥1,409,400

車両本体価格（消費税込）

Body Color：ブリスクブルーメタリック

＊1 [マツダスカイプラン] ●初回支払い月：1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11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、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。

0897-41-9111

中古車
展示場アリ

マイルドハイブリッド搭載

FLAIR HYBRID XS

南国市田村乙2124-1

088-864-2191
新物部川橋から西へ2km

中古車
展示場アリ

0895-22-4300

宇和島警察署から市内方向 50m

中村店

TEL.

宇和島市
並松1-2-34

四万十市具同2211-1

0880-37-2107
フジグランの旧道入口

中古車
展示場アリ

●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。

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

右記コードからも、アクセスできます。
※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。

