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新たなトレンドやニーズを取り入れた、ニューモデル誕生
BMW 2シリーズ 

BMWにスポーツ・アクティビティ・ツアラー
（SAT）というまったく新しいカテゴリー、BMW 2
シリーズが誕生しました。取り回しの良いコンパ
クトなボディにダイナミックなスタイリング。新開
発の1.5Lツインパワー・ターボ・エンジンを搭載
し、スポーティーな走りも両立しています。クーペ
のように傾斜したルーフライン、短く切り詰めら
れたフロントオーバーハングが特徴のエクステリ
ア。BMW初となる前輪駆動を採用することによ
りクラスを超える広々とした空間を創出していま
す。室内空間はアレンジが自在で、インテリアは
非常に高級感ある仕上がりです。ヘッドアップ・

ディスプレイを含め、衝突回避・被害軽減ブレー
キ、アクティブクルーズコントロールなども搭載さ
れ、高い安全性を確保。モジュラー・エンジン搭
載により卓越したパワーと高い環境性能も実現
しています。日常使いからレジャーなど、多用途
に使えるのが魅力の2シリーズ。これまでのス
ポーティーなイメージだけではない、BMWの新し
いイメージを広げ、幅広いユーザー層の方にご
提案したいクルマです。ニューBMW218iアク
ティブ・ツアラーはスタンダードモデルのほか、デ
ザイン・ラインのLuxuryとM Sportをご用意して
います（車両本体価格 約￥3,320,000～）。

全幅1800×全高1550のコンパクトなサ
イズ。ラゲージルームの容量は468Lか
ら1510Lの範囲で調整が可能。リアシー
トはスライド式で、可倒式の助手席も
初採用。
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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

　真っ白なメルセデスから降り立つ軽やかな身のこなし。
それもそのはず、小西様は国内外で活動する桧垣バレエ団
のプリマバレリーナです。京田辺市を拠点に200人を超える
生徒さんを擁する桧垣バレエ団。その創設者であり、お母
様でもある美世子さんと一緒に素敵な笑顔でカメラに収ま
ってくださいました。仲の良いお2人はいつもご一緒。お出
かけの際は裕紀子さんが運転するEクラスの助手席に美世
子さんを乗せて移動されます。「女性でも運転しやすく、な
めらかな乗り心地がいいですね」。静かな室内は、お稽古か
ら束の間解放されてほっとくつろげる空間。お2人がいろん
なことを語り合える大切な場でもあるそうです。「母はいつ
もポジティブで、いつも私の背中を押してくれる存在。リハ
ーサルの時も必ず桧垣（母）にチェックしてもらわないと落
ち着かないんです」。共にバレエの道を究めてこられたお2
人の間には、親子の絆を超えた深い信頼関係が窺えます。

　裕紀子さんは忙しいレッスンの傍ら、日本文化を題材に
したオリジナル作品も創作。ヨーロッパ各国で上演され、高
い評価を得ておられます。2014年には19世紀末にオースト
リア伯爵夫人として初めて海を渡った日本女性の生涯を描
いた「MITSUKO」をウイーンで上演。みつこさんの曾孫も観
に来られるという感激の出会いも果たされました。「バレエ
を通して世界中で貴重な出会いや経験をさせていただい
ています」。2015年5月にはイタリア・フィレンツェで「椿姫」
の上演も控えています。今度はどんな素晴らしい出会いが
待っているのでしょうか。

　

Owners Voice

社団法人
桧垣バレエ団・付属バレエ学園

プリマバレリーナが選んだ、
エレガントなセダン

Mercedes-Benz E-Class

京田辺市  小西 裕紀子様

裕紀子さんをはじめ現役ダンサーが指導するバレ
エ教室。3歳から始める幼児クラスから、小学生や
ジュニア、成人クラスまで多彩なプログラムが用
意されています。美容に役立つ大人のクラスも大
人気です。

上左：おしゃれが大好きなお二人が選んだスタイリッシュなE-Class。下左：ずらりと並んだメルセデス。同バレエ団で活躍する弟の琢矢さ
んもオーナーです。下中：京都市芸術功労賞をはじめ数々の賞を受賞され、日本のバレエ界に多大な貢献をなされているお母様で理事長の
美世子さん。下右：小さなバレリーナ達を丁寧に指導する裕紀子さん。

バレエ入門クラス
火曜日 10:30、金曜日 10:30、日曜日 11:00
※夜のクラスも有ります。見学・無料体験レッスン
も随時受付。詳しくはお問い合わせください。

本校：京田辺市田辺石塚33（アルプラザ京田辺北）
あやめ池校・天理校・近鉄文化サロン・
イオンモール橿原アルル・高の原イオンモール
お問い合わせ：0774-62-0588
URL：http://www.higakiballet.com クーデンホーフ・みつこ生誕140周年記念、2014年の桧垣バレエ団第9回

海外公演「MITSUKO」。文化庁国際芸術交流支援事業。



KYOTO

マセラティ正規ディーラー

Maserati Kyoto
MASERATI Kyoto
2015年3月 GRAND OPENING！
西大路五条西入る北側

MASERATI Kyoto店舗案内-A（W1,456mm x H1,030mm）

Mercedes-Benz

Volkswagen

VOLVO

MAZDA

SUZUKI

Maserati

Audi

フェイスカードでモチベーションUP！

人事 人材開発 小林えりか

MATSUSHIMA MOTOR SHOW 2014
たくさんのご来場ありがとうございました！

AEDをマツシマHD全店に設置

ニューCクラス・ステーションワゴンが今秋リリース。アルミ素材
を用いた軽量ボディ。アレンジ自在のシートや大容量の荷室など
多様なライフスタイルに対応する実用性を完備。部分自動運転
機能などの最新鋭テクノロジーも満載です。ショールームでその
進化をお確かめください。

最上級スポーティークーペ、Sクラスクーペ発売
18年ぶりにフラッグシップであ
るSクラスの呼称を復活して誕生
したSクラスクーペ。ロングノー
ズになめらかなルーフライン、モ
ダンラグジュアリーを体現する
極上の乗り心地を実現。特別仕
様車もリリースされています。

Audi Q3に1.4 TFSIモデルがラインナップ
Audi Q3に高出力
と高効率を両立す
る1.4TFSIエンジ
ンを搭載し、FWD
化したモデルが新
登場。コンパクトな
ボディに相応しい
エンジンサイズ、優
れた走行性はその
ままに、魅力的な
価格帯のモデルと
なりました。

Audi S1/S1スポーツバック発売
A1シリーズをベースに2L TFSIガソリン直噴ターボ搭載、6段
MT。サスペンションにも大きな変更が加えられるなど、よりス
ポーティーなエンジニアリングで新登場。S1￥4,100,000～

今回価格据置で、レーダーブレーキサポート（ＲＢＳ）等の安全装
備が全車標準装備になりました。乗り降りがしやすく操作が簡
単。介助する方をサポートする機能も備えています。

車イス移動車はワ
ゴンＲやエブリィも
ございます。
スタッフにお気軽
にご相談ください。

新型Cクラス・ステーションワゴン、デビュー 新型デミオが売り上げも加速中！

特別限定車 ボルボS60/V60Polestar  好評発売中
ボルボグループのオフィシャルレースパートナー、ポールスター社
と共同開発した初のコンプリートカー。あらゆる天候や道路状況に

も対応する充実の装
備を備えたリアルラ
イフのためのドライ
バーズカーです。

MINI
新型MINIに待望の5ドアハッチバックが登場。

ダイナミックなルーフラインと特徴的なリヤエンド。5つのシートに、
278Lのラゲッジスペースを備え、後席もスペースが拡大。多様なラ
イフスタイルに対応します。クーパー5ドア￥2,980,000～

全車にインテリセーフ10を標準装備
10種類の安全装備や運転支援機能をパッケージ化した「インテ
リセーフ10」。歩行者を検知し、衝突を回避・軽減する自動ブレー
キやリアビューカメラなど先進の技術を全車に搭載しています。

マセラティ正規ディーラーが京都にオープン！
かつてアルファロメオやフェラーリなどと共にサーキット界を
リードしてきたマセラティ。その名門ブランドが2015年春よりマ
ツシマホールディングスに加わります。マセラティはちょうど百年
前にイタリア・ボローニャで設立されて以降、スポーツカーカル
チャーの歴史と発展に重要な役割を果たしてきました。
そのイタリアン・ラグジュア
リー・スポーツの魅力を京都の
皆様にお伝えすべく、ショー
ルームをオープンいたします。
どうぞご期待ください。 大ヒットの兆し!? CX-3が今冬デビュー

大ブレイクしたCX-5の弟
分となるCX-3がまもなく
発売予定。新型デミオを
ベースとしたコンパクトな
SUV、クリーンディーゼル
ターボの走りにも注目です。

「やはりもらうとうれしいものなので、自然とス
タッフのやりがいを喚起し、それがお店全体の雰
囲気作りにもつながっていると思います」と語る
のは活動を推進している小林。小さな試みです
が、日頃から人と人とのつながりを大切にする温
かなおもてなしの土壌を育んでいます。

アテンザ・CX-5に続き、新型ロードスターも
マツダのフラッグシップモデル・アテンザと、人気のCX-5が12
月半ばにマイナーチェンジして発売予定。さらに新型ロードス
ターも来春にデビューします。冬～春にかけて、マツダから目が
離せません。

コンパクトボディのup!に電気自動車e-up!が誕生
大人4人が乗車できる優れたパッケージングやシティエマージェ
ンシーブレーキなどはそのままに、後席下にリチウムイオンバッ
テリーを搭載。力強い加速と究極のクリーンな走りを実現しまし
た。2015年2月1日より受注開始です。来年半ばにはe-Golfも
発売予定。

滋賀県にフォルクスワーゲン草津支店がオープン！
マツシマHD初の滋賀エリアの店舗、フォルクスワーゲン草津支
店が2015年の2月14日にオープンいたします。

JR南草津駅の南側、守
山、栗東、瀬田、大津市内
などからも便利なロケー
ションです。お近くにお
住まいの皆様、乞うご期
待ください。

史上最良のCクラ
スと謳われた現行
を上回る品質と安
全性、走行性能を
実現。C180ス
テーションワゴンを
はじめ、7モデルが
ラインナップ。
¥4,420,000～

わずか4.9秒で0～
100km/hの加速
を実現する350馬
力のT6エンジンを
搭載。

ワイドスクリーンの
ナビゲーションシス
テム、ヘッドアップ
ディスプレイなど先
進装備も満載。

2014年10月時点で受注台数が予想の3倍以上を記録している新
型デミオ。クリーンディーゼルエンジン搭載の1.5L SKYACTIVE-D
をはじめ、クラスの概念を超え
るクルマとして多くのユーザー
様を魅了しています。ぜひその
走りをお近くのマツダショー
ルームでご確認ください。 チームワークや絆つくりを何より

も大切にしているマツシマHD。
そんなスタッフの心を結びつける
試みのひとつに「フェイスカード」
があります。誰かの発言や行動
に共感や感動を覚えたら、スタッ
フ同士がブランドや支店、上司
部下の垣根を越えてカードを
送っています。

マツシマHD全店に救急時の医
療機器、AED（自動体外式除細
動器）が設置されました。数年前
から社会貢献の一環として進め
ているプロジェクトで、半数を超
える社員が既にAEDの受講済
みです。

マツシマHD各ブランドの最新モデルが国立京都国際会館イベントホー
ルに集結。10月に開催されたMATSUSHIMAモーターショーでは2
日間でのべ1283組、約2600人ものご来場をいただき、誠にありがと
うございました。皆様に楽しんでいただけるイベントをこれからも企画
してまいります。

グラントゥーリズモのDNAを受け継ぐマセラティ初の4人乗りコンバーチブル、
GranCabrio（グランカブリオ）

マツシマHDの西五条敷地内に建設中のマセラティ京都。トライデント（三叉の銛）
のエンブレムはボローニャのシンボルとも言えるネプチューン像にちなんでいます。

1回の充電で185km走れる
航続距離。普通充電では8時
間でフルに、急速充電ポート
なら30分で80％の充電が可
能です。￥3,669,000～

草津市矢倉2-6-10　Volkswagen草津

スライドドアで人気の
スペーシアの車イス移
動車。

スペーシア車イス移動車がさらに安全に！

What’s
new ?What’s

new ?

未

フェラーリと共同開発した
V6エンジンを搭載する美し
いセダン、Ghibli（ギブリ）

CX-5

Q3 1.4 TFSI ￥3,900,000　最もリーズナブルな
価格を実現したプレミアムコンパクトSUV。燃費も
トップクラス。

FCは尊敬、フォア・ザ・チーム、CS、チャレンジ、
共感、知識・技術の6項目があります。

マツシマホールディングスの活動・取り組み

MBB京都中中央


