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イタリアンラグジュアリーの真価、マセラティ京都OPEN
MASERATI Kyoto

マツシマホールディングス初のイタリアブランド
「マセラティ京都」が2月28日にグランドオープンし
ました。京都BMW本社とボルボ・カーズ京都五条
と共に居並ぶ、五条通に面した明るいガラス張り
の新ショールーム。最新のCIに基づき、白とブ
ルーを基調にした洗練された空間には常時4台の
車両を展示しております。中でも話題を集めてい
るのがマセラティ初のEセグメントとなるエグゼク
ティブサルーン「ギブリ」。「ギブリ（Ghibli）」とは、
イタリア語でサハラ砂漠からアフリカ北部に吹く
熱く乾いた風のことで、1966年代に一世を風靡し
た初代の車名を引き継いでいます。気品漂う精悍

なスタイルとドラマティックな存在感。パワーと効
率性を備えたV6エンジンの圧倒的なパフォーマン
スにより、刺激に満ちたドライビングを実現いたし
ます。これまでにないサイズと価格で新たな可能
性を広げているギブリに加え、類いまれなパフォー
マンスを発揮するV8エンジンモデルも大きな魅
力。フラッグシップモデルである「クアトロポルテ」、
スポーティーな「グラントゥーリズモ」や「グランカ
ブリオ・スポーツ」などは輸入車の中でも特別な存
在感を示します。サーキット界をリードしていきた伝
統あるイタリアン・ラグジュアリー・スポーツの魅力
をぜひニューショールームでお確かめください。

MASERATI Kyoto
住所：京都市右京区西院南高田町10番地
TEL：075-314-6000
営業時間：9：30～19：00
定休日：第1・第3火曜日

ショールーム

Mercedes-Benz
BMW

Volkswagen
Audi
VOLVO
MASERATI
MINI
smart
MAZDA
SUZUKI

Locate the dealer

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

アウディ京都南  　　　  075-604-6636

　　　京都市伏見区横大路天王前16-5

アウディ京都　              075-791-5122 

      京都市左京区北大路通高野橋東詰

アウディ奈良                 0742-32-1881

                   奈良市柏木町469

京都BMW BPS京都南   075-605-7700

            京都市伏見区中島中道町102

京都マツダ 宇治店 　　 0774-20-3020

　　　　　　　　　　　 0774-25-7055

宇治市槙島町国道24号線目川交差点下ル西側

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

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

取り扱いブランド取り扱いブランド

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

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

フォルクスワーゲン草津  077-569-5399 

                 滋賀県草津市矢倉2-6-10

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

マセラティ京都               075-314-6000

京都マツダ 西五条店　   075-311-0580

　　　　　　　　　　　075-316-5515

京都市右京区五条通西大路西入ル北側

バジェットレンタカー
京都西五条店

バジェットレンタカー
京都宇治店

　長谷川さんがずっと憧れていたというボルボを手に
入れたのは2年前。その乗り味に惹かれた会長さんもボ
ルボを購入され、現在「ボルボ・カーズ京都五条」とは、
会社ぐるみでお付き合いをいただいています。スタイリ
ッシュなのに主張し過ぎないエクステリアは仕事先でも
好印象。シンプルなスカンジナビアン・デザインが洗練
を極めています。さらに長谷川さんが評価されているの
は先進の安全性と運転支援システム。「特に冬場は自宅
の京丹波町からの通勤にも、仕事で滋賀県や北陸へ行
く際でもボルボだと安心感が違います」。トラクションコ
ントロール機能が雪道や凍結した路面でも最良のグリ
ップ性能を発揮。横滑りも防いでくれます。またレーダー
によるクルーズコントロールが常に安全な車間距離を
キープ。前車のブレーキにも対応して警告を促すので、
長距離の高速走行がとてもラクなのだそうです。
　長谷川さんの会社・株式会社エルグはもともと印刷が
メインでしたが、近年包装材のプランニングで需要を拡
大。パッケージのデザイン・印刷製作を幅広く手がけて
おられます。有名菓子店をはじめ、供給先は多種多彩。
時代性のあるおしゃれなパッケージが商品戦略にも活
かされています。ちなみに今のトレンドは詰め合わせ方
が自在に楽しめるキューブ型パッケージだとか。「京都と
いうネームバリューも手伝って、最近は全国から注文も
増えています」。昨年は四条・裏寺通りにアンテナショッ
プをオープン。トレンドやアートの発信拠点としても新
たな可能性を広げておられます。フィールドを超えて多
方面でご活躍の長谷川さん。これからもますますボルボ
で駆け巡る日々が続きそうです。

　

Owners Voice

街乗りも、雪道も、高速も、
抜群の安定感

Volvo S60

南区  長谷川 智史様

裏寺町通りにある話題の路地・柳小路にオープン
した、株式会社エルグのアンテナショップ「カリ
ーノ・アンジュ」。豆乳やザラメを使ったこだわ
りのベビーカステラを製造・販売する一方、自社
のパッケージ展開も身近に感じていただけます。
おしゃれなパッケージングの可愛いハート型ベビ
ーカステラはお持たせにもぴったり。春からはカ
フェスペースも開設予定です。

「駐車場にすんなり収まる大きすぎないサイズも気に入っています。意外と燃費もいいんですよ」。普段はV70に乗っておられますが、今
回は仕事で使用することが多い会長さんのS60で。下左：素敵なパッケージの数々。バームクーヘンで有名なあの和菓子店のパッケージ
も手がけておられます。下右：好奇心が旺盛という長谷川さん、お仕事をエンジョイしておられる姿が印象的です。

カリーノ・アンジュ
京都市中京区中之町577C
（河原町OPA裏）
京都の繁華街四条河原町
情緒漂う”ろおじ”裏寺町
柳小路はちべい長屋
TEL.：075-754-8145

株式会社エルグ
京都市南区吉祥院里ノ内町71-2
コアセカンド山下1F  
TEL.075-95-3101

皆さんにボルボを気に入っていた
だいてうれしいです。今後とも末
永くよろしくお願いたします。

ボルボ・カーズ京都五条 販売
営業スタッフ  橋本  稔教お店には雑貨や小物など女性に好まれるアイテムも

取り揃えて販売しております。

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）



マツシマHDは、地域の森林保全を行う「京都モデルフォレスト活動」
に参加しています（MATSUSHIMAの森）。社員が月1回交代で長岡
京市にある西山に赴き、森林整備
活動を実施。165ヘクタールもの森
林に生える不良木などを伐採し、
豊かな里山へ戻すお手伝いをし
ています。春を迎え、これから本格
的に活動再開です。

Mercedes-Benz

BMW

Volkswagen

MAZDA

MINI

VOLVO

日本で4人、ダブルマイスター取得！

Kyoto BMW京都南/MINI京都南
工場長・丸山光昭

バジェット・レンタカー初の京都出店
「エムズレンタ」スタート

社員自らが整備にあたる森林保全活動

多様なライフスタイルに対応する新
型Bクラスがリリースされました。よ
りスポーティーに進化したエクステリ
アデザイン、衝突を回避・軽減する緊
急ブレーキ機能など最新鋭の安全運
転支援システムも導入。大型の8イン
チディスプレイも採用し、さらに実用
性を高めています。

GLクラスにクリーンディーゼルモデル追加
大人7人がゆったりと乗車できる
ゆとりのボディサイズが特長の
SUV、GLクラスにエコロジーな
クリーンディーゼルを搭載したモ
デルが登場。GLクラス初となる
右ハンドルの採用も注目です。

3月にグランドオープン、ボルボニューショールーム。
最新のCIに基づいて、
この度ボルボのショー
ルームがリニューアル
オープンしました。外
観は磨りガラスを取り
入れたアイスキューブ
をイメージしたデザイ
ン。額縁のように切り
取られたウインドーか
ら車が見えるという美しい演出です。内観はストリートを思わせ
る石タイル、ウッド部分はリビングルームのようなくつろぎを表
しています。ボディカラーやシートカラーが選びやすいディスプ
レイウォールも設置。北欧家具がさり気なく配され、ひときわ洗
練されたショールームに仕上がっています。ぜひお気軽にお立ち
寄りください。

新型MINI3ドアのハイパフォーマンスモデルMINI John Works
が、5月頃に日本上陸予
定。JCWエアロを標準装
備、2.0L 4気筒MINIツイ
ンパワーターボを搭載し、
COOPER Sよりもパワー
アップした“MINI史上最速
モデル”です。

Bクラスがマイナーチェンジ

話題のコンパクトSUV・CX-3がデビュー

新店舗「フォルクスワーゲン草津」始動！
滋賀県の中でも発展著しい南草津に「フォルクスワーゲン草津」が
オープンしました。JR南草津駅からほど近く、都会的な街に佇む
ショールームは他店舗にはない環境です。「マツシマHD初の滋賀
店舗とあって私達が与えるイメージは大切。比較的
小さな店舗なのでスタッフもまとまりやすく、アット
ホームな雰囲気をお客様にお伝えしたいですね」と
語るのはショールームアテンダントの荒木彩。ス
タッフみんなで1から取り組んできた店づくりはこ
れから真価が試されます。

Audi
Audi S1/S1スポーツバックリリース

圧倒的パワーと環境性能を両立する先進のエンジンと、クアトロシ
ステムを搭載したSモデル。その最もコンパクトなA1シリーズを
ベースにしたS1/S1が発売されました。お近くのAudiショールーム
でお確かめください。

Audi A7 sportback PIマイナーチェンジ

Audi京都2周年、Audi奈良1周年

スポーティーな4ドアハッチバッククーペ、Audi A7 sportback がフェ
イスリフトを受け、さらにスタイリッシュに。4月下旬リリース予定です。
6月頃にはQ3 PIも登場。

京都市・高野にある「Audi京都」が
3月、お陰様でオープン2周年を迎
えました。また「Audi奈良」も1周
年を迎え、4月26日に記念感謝際
を開催。皆様のお越しをお待ちし
ております。

フラッグシップモデル、新型アテンザ

大幅に変更を加えた新型アテ
ンザもショールームにお目見
え。より精悍になったエクステ
リア、先進の機能が充実したイ
ンテリアデザインもぜひお確
かめください。

Mシリーズのニューモデル、BMW M4
新たなMモデルとして追加されたBMW M4クーペ。精悍なボディ
に3.0L直列6気筒Mツインターボエンジン搭載、431馬力のダイナ
ミックな走りや電子制御
されたシャープなステア
リングがドライバーを圧
倒します。

BMW初のEV車、i3のデリバリー開始
超軽量のカーボン・ファイバー強化樹脂を採用したボディ骨格。驚く
ほど俊敏な電気モーター。高い効率性と環境性能を備えながら、

BMWならではの走る
歓びを実現した電気
自動車、i3のデリバ
リーが始まりました。
京都BMW本社では
専用展示スペースや
試乗車もご用意して
おります。

新型コンパクトクロスオーバーSUV・CX-3がいよいよ発売されま
す。使い勝手の良いスタイリッシュなボディに1.5Lのディーゼルエ
ンジンを搭載。高い環境性能や安全性を備えつつ、街乗りからアウト
ドアまで幅広く対応します。マツダ各店では試乗車もご用意。

Kyoto BMW京都南の丸山光
昭がBMWの最高技術者の資
格・マイスターに引き続き、昨年
MINIのマイスターも取得しまし
た。いくつものペーパーテストや
実技試験をパスし、やっと合格
できる狭き門。しかも両マイス
ター有資格者は全国に4人しか
いないという快挙です。「テクノ

ロジーの発
達と共に車
のメンテナン
スも複雑に
なっています。
お客様の声
をよく聞いて

一つひとつ原因究明に対応し
ていく姿勢は大切」と、快挙達
成には普段の業務に真摯に取
り組む姿勢がやはり基本のよう
です。これからも技術向上には
意欲的な丸山。将来はマツシ
マHD全ブランドのマイスター
資格取得？も夢ではないかもし
れません。

今年1月より、マツシマHDは世界三大レンタカーのひとつ「バジェット」の
京都総代理店「エムズレンタ」をスタートさせました。マツシマHD直営
のレンタカー事業なので、取り扱い全ブランドのクルマがラインナップ。
常時最新のモデルを取り揃えているのも特徴です。3月末日まではオー
プンを記念したキャンペーンを実施中！京都観光や憧れのクルマの試
乗を楽しむにも最適です。ぜひお問い合わせください！

MINI John Works 3DOORまもなくデビュー

昨年秋に登場した初の5ドアモデル
に、エントリーモデルのMINI ONE
もラインナップしました。新開発1.2L 
3気筒エンジン搭載、燃費はライン
アップで最も優秀な“19.2km/L”。 
先進のMINIを身近に感じられるモデ
ルです。￥2,550,000～。

MINI ONE 5DOORモデル追加

What’s
new ?What’s

new ?

デミオをベースにしたクー
ペのようなルックスが都
会的。XD Touring L 
Package。

外から見ても中から見てもスタイリッシュ展示車についてはお問い合せく
ださい。M3の試乗車も準備中。

新しくなったカウンターで、ショールー
ムアテンダントが笑顔でお出迎え。

マツシマホールディングスの活動・取り組み

BMWキャンペーン
実施中（～3/31）

OPEN
企画

なんと1日3000円（税別）で、
最新のBMWアクティブツアラー
やMINI5ドアに乗れちゃいます！

Eクラスよりも広い室内空間で
さらに実用的に。写真は本革
仕様の特別仕様車。
B180は¥3,070,000～

JR南草津駅北東へ750ｍ、野路町交差点 白を基調とした開放的な空間

SUZUKI
スタイリッシュに生まれ変わった新型アルト
日本の軽自動車を代表するモデル・アルトが新しくなりました。
今回新たに開発したプラットフォームを採用。大幅な軽量化を達
成し、パワートレインの高効率化と併せてガソリン車としては
37,0km/Lもの低燃費を実現しました。衝突被害軽減ブレーキ
なども搭載した先進の安全性も備えています。

エネチャージ吸排気VVTエンジン
2WD/4WD　¥1,150,200～

【お問い合わせ】
バジェットレンタカー京都西五条店　☎075-316-5515
受　付：9:30～19:00　定休日：第1・第3水曜
バジェットレンタカー京都宇治店　☎0774-25-7055
受　付：9:30～19:00　定休日：第2・第4水曜


