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株式会社カミッグは、株式会社マツシマホールディングスへ
社名を変更いたしました。

Mercedes-Benz
BMW

Volkswagen
Audi
VOLVO
MINI
smart
MAZDA
SUZUKI

マツシマホールディングス　075-313-6121

京都BMW 本社   　　　 075-314-5500 

ボルボ・カーズ京都五条　  075-314-9900

京都マツダ 西五条店　   075-311-0580

京都市右京区五条通西大路西入ル北側

　　　　　　　　　　

フォルクスワーゲン宇治  0774-46-5577

久世郡久御山町国道１号線田井交差点下ル西側 

京都マツダ 宇治店 　　 0774-20-3020

宇治市槙島町国道24号線目川交差点下ル西側 

京都BMW 京都南支店     075-604-4600

 MINI京都南　   　　     075-604-4400

京都市伏見区国道１号線赤池東入ル南側 

メルセデス・ベンツ京都中央  075-314-8800

   京都市右京区山ノ内池尻町８番地２  

フォルクスワーゲン平安     075-463-4181

京都市北区西大路通平野神社下ル東側

アウディ京都　              075-791-5122 

      京都市左京区北大路通高野橋東詰

　　　　　　　　　　

京都BMW 宝ヶ池           075-721-5400

 MINI京都　　               075-791-3232

京都市左京区宝ヶ池通地下鉄国際会館駅西入ル南側

Locate the dealer

アウディ京都南  　　　  075-604-6636

　　　京都市伏見区横大路天王前16-5

アウディ奈良                 0743-75-1171 

                   奈良県生駒市辻町101-1

　　　　　　　　　　

スズキアリーナ京都西    075-382-1122 

       京都市西京区桂千代原町56番地

　　　　　　　　　　

京都BMW BPS京都南   075-605-7700

            京都市伏見区中島中道町102 

取り扱いブランド取り扱いブランド

私たちがあつかっているのは、夢と幸福。
心を込めた最高のサービスで、
お客様をおもてなしいたします。

私たちがあつかっているのは、夢と幸福。
心を込めた最高のサービスで、
お客様をおもてなしいたします。

お陰様で今年弊社は創業60周年を迎えることができました。これもひとえ
に皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。60周年を
機に私達は新たなビジョンを掲げて一歩を踏み出しました。さらに質の高い
サービスや商品を皆様にご提供していくため、全社員一同、従前に増して
努力して参る所存でございます。これからも変わらぬご愛顧、お引き立てを
賜りますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社マツシマホールディングス
代表取締役社長　松島  正昭

取り扱い
ブランド
取り扱い
ブランド

多彩な正規ディーラーをネットワークする総合ディーラー「マツシマホールディングス」
各ブランドのスペシャリストが、お客様をおもてなしいたします。

みち、たりる。みち、たりる。



New Line Upプレミアムセダンの新カテゴリー誕生
AudiA3 Sedan

未来のモビリティを目指し、BMWi 発信
ニューBMWショールーム

只今爆発的人気！これまでにない、遊べる軽
スズキ ハスラー

owner’s 
 Voice 

　「めっちゃ気に入ってます！」。開口一番、
力強く語ってくださった竹内さん。お気に入
りの愛車は昨年の夏に購入されたボルボ
のXC60です。

　当初は他社のSUVを購入される予定
でしたが、その車種が生産ストップ。それ
ではというので「ボルボカーズ京都五条」
を覗かれた際、このクルマに一目惚れされ
ました。新車購入はまだ先のご予定でした
が、すっかり魅せられて即決。翌日には書
類を揃えて手続きをされました。「このボ
ディサイズで2000cc？と思ったけど、めちゃ
くちゃ走る。高速は安定しているし、デザイ
ンもカッコいいし、大好きなクルマですね」。
ボルボの爽やかなブランドイメージも、お仕
事上好感度が高いそうです。
　「ただクルマが良かったからだけでもな
くて、“人”を気に入ったからクルマも買った
んです」と竹内さんは強調されます。実は
竹内さんはボルボもマツシマホールディン
グスも初めて。 さらに担当営業である１年

生スタッフ・小原にとっては初めてのお客様
でもありました。そんな初めて尽くしの中でも
即決いただけたのは、スタッフやショールー
ムの雰囲気をとても気に入ってくださったか
ら。「今では週一ペースで遊びに来てます
（笑）」。ショールームではいつも軽快なトー
クでスタッフのみんなを盛り上げてください
ます。
　竹内さんはETCカードの法人向け貸し
出しや、利用運送事業などを自営なさって
います。お仕事でもプライベートでもクルマ
をフル活用。運転も大好きで、長距離も苦に
ならないのだそうです。「この間もおいしい
お鮨を食べにいこうと、家族で金沢まで行っ
てきました」とサラリ。XC60はご家族もお気
に入りで、娘さんは迎えに来てもらう時は
「XC60で来て！」とリクエストされるほど。た
だ奥様だけは「あと3年後でも良かったん
じゃない？」と、今回の衝動買いについてちく
り。その分XC60で家族サービスに精を出す
竹内さんなのでした。

クルマもスタッフも、気に入ってます！

　XC60ご購入の際は、ありがとうございました！ また先日はお知り合いの
方もご紹介いただきまして重ねて感謝申し上げます。竹内様にはいつも
叱咤激励をいただき、日々勉強させていただいています。先日奥様から
「営業マンらしくなってきた」とおっしゃっていただき、すごくうれしかったで

す。現在「ボルボカーズ京
都五条」では昨年RJC
カー・オブ・ザ・イヤーのイ
ンポート部門１位のV40を
はじめ、XC60 2014モデ
ルも展示中です。ぜひまた
ショールームにお立寄りく
ださい。

VOLVO XC60
西京区　竹内　康弘さん　

 MATSUSHIMA各ブランドから、
オーナー様のカーライフをご紹介

営業スタッフ
小原 拓也

大好きな BALLY のファッションでキメた、お洒落な竹内
さんにぴったりの VOLVO XC60。BALLYとボルボは先
進性や洗練という点で共通するとおっしゃいます。

スポーティー＆エレガントな新型クーペ
BMW 2シリーズ

ボルボカーズ京都五条

新型ツインパワーターボエンジンでかっとばせ！
MINI COOPER・COOPER S

住所：京都市右京区西院
南高田町10

TEL.：075-314-9900

ライフスタイルをもっと楽しくするワゴン
Volkswagen　Golf Variant

最低地上高180㎜（2WD）を確保したラフロード走破性。
新型ハスラーはA、G/Gターボ、X/Xターボの3ライン。
写真はX/Xターボ4WD CVT車￥1,492,050

先代モデルから20%も容量を拡大
したラゲッッジルーム。さまざまなア
レンジも可能です。

ワイド＆ローになったエレガントなプロポーション。
流麗なラインが美しい、TSIコンフォートライン
車両本体価格￥2,695,000～（消費税改定前）

全長4432㎜×全幅1774㎜×全高1521～1556㎜。
1シリーズより大幅にサイズを拡大し、居住空間やラゲッ
ジルームも拡張しました。

デザインはSportとModern の 2ライ
ンと、M Sportをご用意。さまざまなカ
スタマイズも楽しめます。

全長 98mm、全幅 44mm、全高 7mm 拡大した
新型 MINI COOPER S。空力特性を向上させたス
タイリングに LED ヘッドライトもプラス。

全長 4465mm×全幅 1795mm×全高 1405mmという
取り回しの良いサイズ。日本の道路や駐車場にもぴったり。

センターメーターはなくなり、新デザイ
ンのメーターパネルに。8.8インチのワ
イドスクリーンは、スマホとも連動。

インテリジェントな室内。
Audi connectの各種サービスにア
クセスすることで機能性も拡大。

この春、MINIがフルモデルチェンジ。先
陣を切って新型COOPER、COOPER Sが
登場します。先代モデルに比べてボディサ
イズが一回り大きくなり、軽量化と居住性
の向上を図りました。プラットフォームやパ
ワートレインなども一新。環境性能や安全
性能をさらに高めました。新開発2.0Lツイン・パ

ワー・ターボ・エンジンを搭載したCOOPER Sは、
最大トルク280Nm、1250-4750rpmという力強
さ。ツインテールマフラーから4気筒エンジン
の雄叫びが炸裂します。

新ブランド「BMWi」投入に伴い、BMWの
ショールームがリニューアルオープンします。
独BMW社ではクルマの過密化とサスティナ
ビリティ（持続可能性）という課題解決のた
め、e-モビリティの研究・開発を推進。今春日
本でも初のEV車となる「i3」、続いてプラグ
インハイブリッド車のスポーツカー「i8」が投

入されます。「 i 3」はフル充電で最長約
200km(「ECO PRO+」モード選択時)、オプ
ション装備では最大300kmの走行が可能で
す。i8は1Lあたりの走行が40kmという低燃
費を実現。共に量産車では初めて車台に炭
素繊維強化樹脂を採用し、大幅な軽量化に
も成功しています。未来を目指すBMWの新
しいモビリティ展開をニューショールームでぜ
ひご体験ください。

新型A3スポーツバッグに続いて登場したA3セ
ダンが、いま話題を呼んでいます。アウディの中
で最もコンパクトなセダンで、A4セダンと比べると
全長が225mm短く、全幅は30mm狭くなってい
ます。試乗された皆さんが驚かれるのが、1.4L

エンジンの驚くほどダイナミックな走り。走行状況
に応じて2気筒を休止させ、高いパフォーマンス
と燃費も両立しています。Cセグメントに初投入し
たプレミアム・セダン。その新鮮な魅力をぜひ
ショールームでお確かめください。

今春BMWにコンパクトな新型車、2シリーズ
が加わります。1シリーズの後継車という位置
づけで、クラシックな3ボックスデザイン・2ドア
ボディが特徴です。セグメント内で競合する
モデルのない独自の車両コンセプトで、ツイン
パワー・ターボ・テクノロジー搭載のガソリン
エンジンとディーゼルエンジンがラインナップ。

220iクーペには2.0L4気筒ガソリン・エンジン
をBMWのコンパクトモデルで初めて搭載し、
M235iには3.0L直列6気筒エンジン・ツインパ
ワー・テクノロジーを採用しています。クラス最
高レベルのスポーツ性能と効率性を達成した
新型2シリーズが、また新たなコンパクトの歴
史を塗り替えました。

2013～14年の日本カー・オブ・ザ・イヤー初、
輸入車で大賞を受賞した新型ゴルフ。その
ステーションワゴンタイプ・Variantが登場し
ました。新型ゴルフと同じ最新の設計モ
ジュールMQBを採用し、先代よりもサイズを

発売前から話題を呼び、カタログもなくなってし
まうほどの人気ぶりなのがスズキの新型車、ハ
スラー。スポーティーなスタイリングで、アウトド
アスポーツをエンジョイできるさまざまな機能や
居住性を装備した全く新しいクロスオーバー軽
です。優れた走行性に加え、衝突被害軽減

ブレーキ、坂道も安心なヒルホールドコントロー
ル、新アイドリングストップシステムなど先進の
安全性や環境性能も確保。スズキグリーン・
テクノロジーを採用したエンジンは、JOC モー
ド29.2 ㎞ /Lという高い燃費性能も実現してい
ます。また新車ご購入後 6ヶ月間は、補修サー
ビスを最大 3万円まで補償するというのもうれし
い特典です。

拡大させつつ大幅な軽量化を実現。1.2Lコン
フォートラインではハイブリッドに迫る優れた燃
費も達成しています。TSIエンジン＋DSGトラン
スミッションの組み合わせで走る楽しさと環境
性能を両立。機能性や広いラゲッジスペース
なども含め、趣味やライフスタイルをエンジョイ
できる要素がいっぱいです。

多彩なボディー
カラーとのマッ
チングも楽しめ
るインテリアや、
おしゃれなアク
セサリーも豊富。

BMWi　i3


