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奈良市の中心部に関西最大規模のショールームがオープン
アウディ奈良 

住所：奈良市柏木町 469
TEL.：0742-32-1881
ショールーム営業時間　9：30～19：00
サービス営業時間　9：30～18：00
定休日月曜

奈良市内の中心部、国道24号線沿いにひとき
わ異彩を放つモダンなショールームが誕生。今
春生駒市から移転・オープンしたAudi奈良です。
1200坪の敷地に堂々と佇むのは、アウディの最
新CI「ターミナルコンセプト」に基づいた都会的
な建物。モノトーンで統一されたショールーム内
は、1フロアの展示台数としては関西最大を誇る
12台の最新ラインナップがディスプレイされてい
ます。4月のオープニングフェアでは3日間で600
組を超えるお客様がご来場。県内唯一のアウ
ディ正規ディーラーとあって、注目度の高さも窺
えます。「奈良に1人でも多くのアウディファンを

増やすのが目標。コーヒーを飲みに来る感覚で
気軽にショールームに立ち寄っていただきたい」
と小野支店長。独自にイベントを開催するなど、
20名のスタッフもブランドの誇りを胸に一丸と
なって新店舗を盛り上げています。デビュー以
来絶好調のA3セダンやニューA8など話題の車
をはじめ、試乗車も常時展示。RS5やRS7の特
別試乗など、ファンがワクワクするメニューも用
意されています。躍進を続けるプレミアムブラン
ドの魅力を古都・奈良から発信。マツシマホール
ディングスの新店舗・アウディ奈良へぜひ一度
お立ち寄りください。
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アルミ材のハニカムパネルファサードを採用した先進的な外観アルミ材のハニカムパネルファサードを採用した先進的な外観

認定中古車は常時20台近く展示認定中古車は常時20台近く展示 小野支店長とスタッフ小野支店長とスタッフ
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広々としたサロンスペース
奥には新たに商談ブースも設置

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                 0742-32-1881

                   奈良市柏木町469

　　　　　　　　　　

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 Kyoto BMW

電気駆動のBMWi3、およびプラグインハイブリッド・スポーツカー
BMWi8。次世代モビリティの提唱に伴い、サブ・ブランドとして位置づける
BMWiの専用展示スペースを設けた京都BMWのショールームがリニュー
アルオープンしました。BMWi、BMW Mを含めた幅広いラインナップを扱う
のは京滋エリアでもここだけ。ドライビング・ギャラリーというコンセプトのCI
に基づき、グレー＆ベージュのトーンで統一されたモダンな空間に様変わり
しました。ファニチャー類やレイアウトなども一新。クルマをより身近に感じ
ていただきながらご相談ができるよう工夫されています。ニューショールー
ムでは山田支店長の下、スタッフが気持ちも新たにお客様をお出迎え。プ
レミアムブランドにふさわしい接客や知識に磨きをかけ、これからもいっそう
のサービス向上に努めてまいります。

京都 BMW本社
京都市右京区西院南高田町10
TEL.075-314-5500/075-311-9350（サービス専用）
営業時間：9：00～19：00
　　　　　（新車ショールーム/認定中古車センター）
　　　　　9：00～18：00（サービスセンター）
定休日：年中無休（年末年始を除く）

3つのエンブレムと共に、五条通側にサインを掲げた新ショールーム3つのエンブレムと共に、五条通側にサインを掲げた新ショールーム

BMWiの展示コーナー。試乗車もご用意していますBMWiの展示コーナー。試乗車もご用意しています

BMWi専任セールス・
コンサルタントの
浅野孝治

BMWi専任セールス・
コンサルタントの
浅野孝治

ショールーム
アテンダントが
笑顔でお出迎え

ショールーム
アテンダントが
笑顔でお出迎え

3つのコーナー展開で魅了する
BMWニューショールーム

BMW i3BMW i3

BMW i8BMW i8

カーボン・ファイバー強化樹脂を使用し、
高い剛性と軽量化を両立するBMW i3。
低燃費と低排出ガスでスポーツカーに
革命をもたらしたBMW i8。未来のモビ
リティがBMWから変わります。



ニュージェネレーションコンパクトカー初のSUV
MercedesBenz GLA

Mシリーズに官能の 2モデルが誕生！
BMW M3、M4

KCG・京都自動車専門学校でプロボノ実践中

owner’s 
 Voice 

　「家族のためにも、乗り心地と安全性を
第一に選びました」。大村様の愛車A8は、
サルーンのような優雅さやクワトロシステム
の安定性もさることながら、充実した安全
装備も魅力のひとつ。レザーシートに身を
沈めると、しっかりと守られている安心感が
あるとおっしゃいます。日頃はお仕事で京
都と大阪の移動に活躍。贅沢な乗り心地
と最上級のパフォーマンスを日常的に堪能
しておられます。大村様ご夫妻とはもう10
年を超えるお付き合い。これまでも各ブラン
ドの旬なクルマを乗り継いでこられました。

「私達のカーライフが充実しているのも、良
い営業の方と出合えたから」と、担当を務
める前田の人柄や仕事ぶりに絶対の信頼
をおかれています。「おかげで二人の子ど
ももクルマが大好き。大きくなったら前田さ
んにクルマを頼むんだって今から言ってま
すよ（笑）」。
　大村様はご夫婦で多角的に事業を展開
されていて、そのひとつに丸太町室町にあ
る炭火串焼きの店「串まんま」があります。
お店を始められたのはお子様が小さい時、
子ども連れで安心して食事できる場所がな
いと感じたことがキッカケだそうです。です
から地元の野菜や安心して口にできる食材
を提供するのがお店のモットー。京都らしい
風情ある雰囲気も居心地良く、今や地元の
方をはじめ、観光客や芸能人の方までもが
訪れる人気のお店です。「喜んで帰ってい
ただけるのが一番のしあわせ」と、大村様
にとってはお客様の笑顔こそが元気の源
のようです。

抜群の安定感を誇るラグジュアリーサルーン

初めてご来店いただいた時からもう12、3年になり、こちらこそ良いご縁をい
ただきましてありがとうございます。お父様にもBMWにお乗りいただき、将
来二人のお子様にもお車を納車できる日があるとうれしいですね。さてメル
セデスベンツではニューモデルGLAがデビューし、まもなくCクラスもフルモ

デルチェンジする予定で
ショールームも活気づい
ております。お時間がご
ざいましたらぜひお立
ち寄りくださいませ。

Audi A8
中京区  大村 優子様　

 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 前田 将宏

鮮度にこだわった素材を備長炭で焼き上げる、こだわりの串焼きの数々。
おばんざいの三種盛りをはじめ、一品料理も充実していて、シメには
羽釜で炊き上げる京丹後産の銀シャリもいただけます。日本庭園を望
む店内は情緒ある和モダンな空間。趣向を凝らした多彩なテーブル席
や個室があります。地下鉄丸太町駅からすぐという立地にありながら、
街中のオアシスのよう
に静かでゆったりとくつ
ろげるお店です。

INFORMATION

アウディのフラッグシップモデル、ニューA8 L。こだわり
のレザーシートは、ベンチレーション機能やマッサージ機
能なども備えた快適な座り心地です。

炭火串焼きと銀シャリ 串まんま

マレーシア工場、1周年記念感謝祭を開催
TIGER SHOJI SDN.BHD

メルセデス・ベンツ京都中央

広い敷地に佇むお店は幕末～明治維新にかけての画家・望
月玉泉の屋敷跡。

季節のコースは¥2500～、
リクエストに応じたお料理も
ご用意できます（要予約）

最強のGolf、究極の「R」が誕生
Volkswagen Golf R

住所：京都市中京区室町通丸太町下ル道場町4番地
TEL.：075-222-8850
営業時間：17：00～0：00（L.O.23:00）
定休日：火曜・第2水曜
URL：http://www.kushimanma.jp

住所：京都市右京区山ノ内
池尻町８番地２

TEL.：075-314-8800

ベーシックモデルもフルモデルチェンジ
MINI ONE

講義や実技などマツシマホールディング
スのスタッフが教育の現場でも活躍中。
将来のマイスターが育つかも。

MINIビギナーにもおすすめのMINI ONE。アル
ミホイルはONE専用デザイン、ルーフはボディ
カラーとなります。

マレーシアシャーラム州グレンマリーにあるTIGER SHOJI

オープン 1 周年を迎え、ますます強
力タッグでサービス工場を盛り上げる
スタッフ。

現地の言葉であ
いさつする戸田
支店長

左右 2 本出しのクロームデュアルツイ
ンエキゾーストパイプをはじめ、刺激
的なパフォーマンスを予感させるリア。

本革ツインシートを装備したイン
テリア。車両状態が一目でわかる
オフロードスクリーンをGLAクラ
スで初めて導入。

車高が20㎜低いR専用サスペンションを採用したアグレッシブな外観。
2.0LTSIエンジン・6速DSG搭載、ゴルフR 車両本体価格￥5,298,000～

全高1,494㎜、全長4,417㎜、全幅1,804㎜。広いラゲッジスペースは421～
1235Lで多様なアレンジが可能。GLA250 4MATIC Edtion1価格未定。

BMW究極のパフォーマンスが愉し
めるMシリーズ。2ドアクーペの
ニューM4（手前）は車両本体価格
￥10,750,000～。4ドアセダンのM3
（奥）は￥11,040,000～。

KCGグループの
京都自動車専門学校

（京都市南区）

コンパクトなボディにシリーズ最強のパワー
トレインと4WDシステムを搭載。既に予約
段階で初期配車は完売しましたが、次期デ
リバリーも始まります。随所にモータース
ポーツ用エンジンに匹敵するチューニング
がなされ、最高出力は280ps、最大トルク
は380Nmを達成。ハルデックスカップリン

グを採用した最新の4MOTIONは状況に
応じて瞬時に最適なトルクを前後輪へ配
分。R専用の電子制御式ディファレンシャル
ロックXDSや走りのモードが選べるDCCな
ど新次元の機能も満載です。エンジン、シャ
シー、安全性、燃費など、すべてにおいて進
化したまさに最強のRとなりました。

サーキットでの最高の運動性能と日常走行
の実用性を併せ持つBMWのスポーツセダ
ン、M3。この度第5世代となるM3セダンに加
え、M3クーペの後継モデルとしてM4クーペ
が新たに誕生します。先進のターボ・テクノロ

ジーによる新開発直列6気筒Mツインパワー・
ターボ・エンジンを搭載。自然吸気エンジンの
ような吹けあがりと、わずか4.1秒で時速100
㎞まで加速する圧倒的パワーでドライバーを
魅了します。7速M DCT Drivelogicをはじ

めとした革新的なドライビン
グ性能に加え、大幅な軽量
化も実現しました。話題の2
モデルは7月頃ショールーム
に展示予定です。

Aクラスをベースとするコンパクトなサイズに、力
強い走破性も備えたMB5番目のSUV、GLAが
誕生しました。力強いパワードームやルーフレー
ルなどのSUVらしいスタイリッシュなデザイン。車
高が約30㎜高いオフロードコンフォートサスペン
ションを標準装備し、アイポイントの高さや乗降の

しやすさ、使い勝手も考えられています。リア
ビューカメラやクルーズコントロールの他、衝突警
告システムや緊急ブレーキ機能といった装備が
圧倒的に充実。パワフルな走りと実用性を兼ね備
えたコンパクトSUVは5月末に発売（￥3,440,000
税込）、今秋頃までに各モデルもラインナップ予定
です。

マツシマホールティングスの海外展開第1号
店として、マレーシアにサービス工場
「TIGER SHOJI」が昨年オープン。現地の
クルマ社会に貢献すべく、日本流の技術や
ソフトを活かした工場作りを進めてきました。
そして1周年を記念してこの春感謝祭を開催。

現地のお客様をお招きして和やかに交流を
深めました。この時ばかりは現地で奮闘する
日本人スタッフもたこ焼き/お好み焼き職人に
変身。手作り感あふれるホスピタリティでもて
なしました。7月からはマレーシア/日本スタッフ
の交換留学制度もスタートします。

COOPER・COOPER Sに引き続き、ベーッシッ
クモデルのMINI ONEもフルモデルチェンジ。
MINIの入門グレードらしくシンプル＆クリーン
なエクステリアで、フロントグリルはブラックの3
本バーと落ち着いた雰囲気です。3気
筒4バルブDOHC、MINIツインパ
ワー・ターボ搭載。排気量は1,198ccと
クーパーグレードよりもダウンサイジング
されています。最高出力は75kw（102PS）
/4000rpm、最大トルクは180Nm/1400

京都コンピューター学院のグループ校・京都自
動車専門学校と提携しているマツシマホール
ディングスでは、サービススタッフが講師として
も活躍しています。BMW の山崎をはじめ、メ
ルセデスベンツ、フォルクスワーゲン、マツダの
各サービススタッフが現場の技術を直接教示。
まさに職業上の知識やスキルを活かす社会貢
献「プロボノ」を実践し、ボランティアで優秀
なメカニックを育てる人材育成に寄与していま
す。先進の技術を通して、若者にクルマの魅
力をもっと伝えていければ、と考えています。

－3900rpmというパワーで実用的。欧州複合
モードで燃費は21.7㎞/Lを実現し、環境性能も
向上しています。6速MT右ハンドル車両本体
価格￥2,300,000～

今秋10月11日（土）・12日（日）、国立京都国際会館イベントホールにて
各ブランドの走りが体感できるモーターショウを開催。最新のラインナッ
プを一堂に会して、新車・認定中古車販売の他、普段はお目にかかるこ
とができない試乗車もご用意いたします。乞うご期待！

マツシマホールディングス「モーターショー」開催！！


