
クルマ×CAFE
［特集］

心地よいカフェは日常のオアシス。

一杯のコーヒーに心安らぐだけでなく、

人々が集い、交流も生まれる場所です。

街にあるおしゃれなカフェからは

新しい文化も発信されています。

マツシマホールディングスでも

ショールームを一歩出て

お客様と触れ合う場を設けたいと、

モーターショーとカフェを融合。

京都国際会館イベントホールに2日間限りの

MATSUSHIMA MOTOR CAFEを誕生させました。

10月に行われたこのイベントのリポートを中心に、

クルマとカフェの楽しい関係を特集。

旬なカフェ情報もお届けいたします。

マツシマホールディングスのニュースレターが

このたび生まれ変わりました。

未来を展望し、皆様のカーライフに

新しい価値を創造していけるよう、

Foresight（先見性）とネーミング。

紙面も大きくなってよりグラフィカルに、

タイムリーなクルマの話題やトレンド情報を

わかりやすくお伝えしてまいります。

ドライブがてら訪れたい、京都近郊にあるおしゃれなカフェ。
マツシマホールディングスのスタッフが、
地元のおすすめカフェをご紹介します。

クルマに乗って出かけよう
休日のカフェ・リゾート

　浜大津の東側、びわ湖畔にある「なぎさ公園」に4軒のカフェが佇む、
なぎさのテラス。その1軒「なぎさWARMS」は、びわ湖を望む絶好
のロケーションでナチュラルなヴィーガン料理を楽しめます。地元の契約
農家から仕入れる、有機野菜や玄米をはじめとした体にやさしい菜食
メニューが中心。化学調味料も使用しない料理はどれも滋味深い味わ
いで、安心してお腹いっぱいになれます。リビングルームをイメージした
という店内は、とても居心地の良い空間。夜はお肉も使ったオーガニッ
クイタリアンをいただけます。
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ショールームアテンダント

田中 里佳  Rika Tanaka

　奈良公園からほど近くにある奈良ホテルは、明治 42 年に「関西の迎賓館」
として創業。日本銀行や東京駅も手がけた辰野金吾氏が設計した本館は、一
歩足を踏み入れると時空を超えたノスタルジックな世界が広がります。そんなク
ラシックホテルのティーラウンジは、優雅な時間を過ごせるとっておきの場所です。
おすすめはティーマスターが淹れる、ドイツ・ロンネフェルト社の最高級茶葉を
使った香り高い紅茶。窓いっぱいに広がる四季の移ろいを眺めながら、熱い紅
茶片手に寛ぐ時間はとても贅沢に感じられます。

2 滋賀県在住の作家によるクラフト
作品などもディスプレイされた店
内。3 ボリュームたっぷりのマクロ
美ランチプレート（1280 円）は食
べ応えも十分！究極の卵がけごはん
やひよこ豆カレーなども人気

1 目の前にびわ湖の
風景が広がる開放的
なオープンデッキ。ワ
ンちゃん連れでも楽し
めるので、クルマで訪
れる愛犬家も多いそう
です。

オーガニックコーヒー
で名高い「グリーンア
イズ」の自家焙煎コー
ヒー（480円）

1 天井が高く、開放感ある窓辺の席でティーブレイク。窓の外は、春は桜、秋は紅葉
が彩ります。2  趣のあるテーブル席は、18:00～はバーに。

パティシエ特製のケーキと一共に、ケー
キセット（1544 円～）。3 段階に傾けるこ
とができる、ロンネフェルトこだわりのス
リーピングポットで提供される紅茶。可愛
いオイル時計が飲み頃を教えてくれます。

９年ぶりにフルモデルチェンジしたアウディ TT クーペ。日常的に、よりスポーティーなド
ライブを楽しめるようになりました。奈良ホテルは、いつかは泊まってみたい憧れのホテ
ルです。

フォルクスワーゲンのニューパサート。ワイド＆ローなエクステリア、クラスを超えた安全装
備が魅力の新型セダンです。クルマを駐めて湖畔沿いを散歩。打出の森から市民プラザへと
続くなぎさのプロムナードは散策にもぴったりです。

なぎさWARMS
大津市打出浜 15 番 5号
077-526-8220
［営業時間］
11：00～17：00（月・火曜　※祝祭日を除く）
11：00～22：00（水～日曜、祝祭日の月・火曜）
不定休
※2000 円以上のご利用で、近隣駐車場の 2時間
　無料サービス券を進呈

奈良ホテル ティーラウンジ
奈良市高畑町 1096
0742-26-3300（代）
営業時間　8：30～18：00
　　　　　（18:00～23:00 バータイム）

※12 月にホテルの日本料理「花菊」がリニューア
ルオープン。素晴らしい奈良の眺望を目にしなが
らランチやディナーが楽しめます。

New issue

クルマ×CAFE
［特集］

なぎさWARMS
湖畔にたたずむオーガニックカフェ

大津市

奈良ホテル ティーラウンジ
クラシックホテルのティータイム

奈良市

明治・大正時代へタイムスリッ
プしたかのような館内。照明
は春日大社の灯籠がモチーフ。

興福寺や東大寺、ならまちなどもす
ぐ近くにある絶好のロケーションで、
観光にも便利です。
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輸入車・国産車ディーラー事業

Mercedes-Benz / smart 正規ディーラー

メルセデス・ベンツ京都中央
京都市右京区山ノ内池尻町８番地２
Tel. 075-314-8800

BMW正規ディーラー

京都BMW 本社
京都市右京区五条通西大路西入ル北側
Tel. 075-314-5500

京都BMW 宝ヶ池
京都市左京区宝ヶ池通
地下鉄国際会館駅西入ル南側
Tel. 075-721-5400

京都BMW BPS 京都南
京都市伏見区中島中道町 102
Tel. 075-605-7700

京都BMW 京都南
京都市伏見区国道１号線赤池東入ル南側
Tel. 075-604-4600

Volkswagen 正規ディーラー

フォルクスワーゲン平安
京都市北区西大路通平野神社下ル東側
Tel. 075-463-4181

フォルクスワーゲン宇治
久世郡久御山町国道１号線田井交差点下ル西側
Tel. 0774-46-5577

フォルクスワーゲン草津
滋賀県草津市矢倉 2-6-10
Tel. 077-569-5399

Audi 正規ディーラー

アウディ京都
京都市左京区北大路通高野橋東詰
Tel. 075-791-5122

アウディ京都南
京都市伏見区横大路天王前 16-5
Tel. 075-604-6636

アウディ奈良
奈良市柏木町 469
Tel. 0742-32-1881

VOLVO正規ディーラー

ボルボ・カーズ京都五条
京都市右京区五条通西大路西入ル北側
Tel. 075-314-9900

MASERATI 正規ディーラー

マセラティ京都
京都市右京区五条通西大路西入ル北側
Tel. 075-314-6000

MINI 正規ディーラー

MINI 京都
京都京都市左京区宝ヶ池通
地下鉄国際会館駅西入ル南側
Tel. 075-791-3232

MINI 京都南
京都市伏見区国道１号線赤池東入ル南側
Tel. 075-604-4400

MAZDA正規ディーラー

京都マツダ 西五条店
京都市右京区五条通西大路西入ル北側
Tel. 075-311-0580

京都マツダ 宇治店
宇治市槙島町国道 24 号線目川交差点下ル西側
Tel. 0774-20-3020

SUZUKI 正規ディーラー

スズキアリーナ京都西
京都市西京区桂千代原町 56 番地
Tel. 075-382-1122

レンタカー

バジェットレンタカー 京都西五条店
京都市右京区五条通西大路西入ル北側
Tel. 075-316-5515

バジェットレンタカー 京都宇治店
宇治市槙島町国道 24 号線目川交差点下ル西側
Tel. 0774-25-7055

海外事業

タイガー商事（マレーシア）
No.20. Jalan Juruhebat U1/50,
Section U1, Temasya lndustrial Park,
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. 03-5567 0130

飲食事業

リストランテ ティ・ヴォリオ・ベーネ
京都市東山区祇園町南側 570-155
Tel. 075-525-7070

ヴェネリア ティ・ヴイ・ビー
京都市下京区西石垣通四条下ル斉藤町 140-25
Tel. 075-351-2050

クープ・ド・シャパーニュ
京都市東山区祇園四条花見小路上ル西側
花見会館 4F
Tel. 075-561-6653

ビストロ スミレ チャイニーズ
京都市下京区木屋町団栗橋下ル斉藤町 138
Tel. 075-342-2208
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マツシマホールディングス
京都市右京区五条通西大路西入ル北側
Tel. 075-313-6121
http://matsushima-hd.co.jp
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マツシマホールディングスお客様向け情報紙



40 年にわたり、マレーシアに自動車の輸出を行っているマツシマホー
ルディングスでは、2013年にマレーシアに初の整備工場「TIGER 
SHOJI SDN.BHD」を設立。マレーシアのクルマ社会に貢献してまい
りました。そして 2015年 9月23日、現地に誕生したAudi マレーシア
と締結。2017年には Audi の正規ディーラーをオープンさせる運びと
なりました。このショールームは京都国際会館・イベントホールの約 2
倍の床面積を持ち、アジア最大級の規模。マツシマホールディングス
による、日本のノウハウを生かした展開に期待されています。日本企
業として、アジアにドイツ車の正規ディーラーを出店するのは初の試み
です。今後の挑戦にもご期待ください。

この日はご家族やご友人とモーターカフェで集
合。展示車を観て回った後には、カフェでクル
マ好きのお仲間との話も弾みます。「久しぶりに
楽しい時間を過ごせました」と、坂井さんご夫婦。
愛車はポルシェとメルセデスベンツCクラス。

「小さな子どもがいるので、お茶を
飲んでゆっくりする場所や、おもちゃ
のクルマで遊べるスペースがあった
のは良かったですね。家族で楽しめ
ました」と、お子様もゴキゲン。愛
車はBMW3シリーズ。

受付では各支店のショールームアテンダントが笑顔でお出迎え。
「お待たせしない素早い対応やスムーズなオペレーションを心がけ
ました」とSA主任の久田沙耶佳。

開催の 2 日前から、空間デザイナーがこの日のた
めだけに作り上げたカフェスペース。当日奈良の
山から切り出した選りすぐりの木を植栽。椅子や
テーブル、鉢カバーまでイメージに合わせて一か
ら作り上げ、お客様のくつろぎを演出するカフェ空
間が完成しました。

ショールームとは違う、カジュアルな雰囲気でお客様とスタッフ
を結ぶのもカフェ効果。ショールームアテンダントが案内役とし
て活躍し、営業スタッフとのスムーズな連携に努めました。

池坊雅史さん
池坊華道会で事務総長を務める池坊雅史さんは、弊社社長の
朋友であり、長年お付き合いをいただいているお客様の 1 人で
す。毎年この機会を楽しみにしている、と今年もお忙しい合間
を縫ってMOTOR CAFEを訪れてくださいました。「会場に入っ
た瞬間、クルマが出迎えてくれるようなディスプレイがいいね」
と、今回のブランドを超えたオープンな展示がクルマ好きをワク
ワクさせると感想を述べてくださいました。「こうして比較検討
ができて、選択の自由があるというのがマツシマさんの最大の
価値。素晴らしいクルマとの出合いは人生を豊かにしてくれます」
と、ご自身も愛車メルセデスベンツ S550 のハンドルを握り、
日常から解放される時間が大好きだとおっしゃっていました。

MATSUSHIMA MOTOR CAFE
2015 October 10-11 開催

　マツシマホールディングスの取り扱いブランドが一堂に会する「MATSUSHIMA 
MOTOR CAFE 」が、さる 10 月 10 日（土）・11 日（日）、京都国際会館イベントホール
で開催されました。今年のコンセプトは、モーターショーとカフェの融合。会場には特設カフェ
が設けられ、コーヒーを飲みに行く感覚でカジュアルに最新モデルの展示を楽しめるイベント
となりました。カフェテリアは“森のカフェ”をイメージし、山から切り出した本物の木を持ち
込んで、オーダーメイドの家具でレイアウト。緑に癒される空間で、小川珈琲さんのバリスタ
が供する本格的なブレンドコーヒーを味わっていただきました。
　会場には 10 ブランドから話題性ある 40 台のモデルが展示されました。Maserati の新型
4 シーターオープン・グランカブリオ スポーツや Audi R8 GT spyder など、ショールームで

は見られないレアなスポーツカーも登場。次世代のプラグインハイブリッドカー、BMW i8も人
気を集めていました。メルセデスベンツではジャンカラ様の広告塔として活躍する G63 AMG 
6×6 が迫力ある存在感を放ち、10 日に発表された新型 V クラスの同日お披露目も行われま
した。華やかなクルマだけではなく、スズキの電動歩行アシストカート「セニアカー」といった
福祉車両にも多くの方が注目。多様なライフスタイルに合わせたさまざまなクルマが、訪れる
人を魅了していました。
　お陰様で、2日間で 1340 組、のべ約3000人の方がご来場。「これまでのモーターショー
と違って入りやすかった」「カフェがあるのでゆっくりできた」「ブランドの仕切りを取り払ったク
ルマの展示が見やすかった」といった声もいただき、多くの方に楽しんでいただきました。

小川珈琲オリジナルの有機栽培コー
ヒー「バードフレンドリー」を提供。ビ
ターチョコのような上品な甘みがある
華やかな味わいが特徴です。ロゴマー
ク入りカップもオリジナル。

クルマ×CAFE
［特集］

クルマとカフェを融合したら、
モーターショーがもっと楽しくなりました

2017 年、マレーシアにアジア最大級の
Audi 正規ディーラーショールームをオープン

ショールームアテンダントから本社企画室勤務に。接客を通し、
クルマの背景にあるオーナー様のさまざまな人生を垣間みて、こ
の仕事の素晴らしさを実感したと語る。現在はお客様の認知や
理解を深める広報活動やブランディングが主な業務。ショールー
ム勤務の経験を生かして、マツシマファンを 1 人でも増やしてい
けるよう、心を掴む企画発案や情報発信に努めている。

今回の MOTOR CAFE は、「お客様とじっくりお話する機
会を設けよう」というところから企画がスタートしました。
普段ショールームを訪れる時とは違う、顧客の方と気軽に
コミュニケーションする時間を持ちたかったんです。森のカ
フェがテーマなので、クルマもカフェの駐車場というイメー
ジでディスプレイ。パネルやプライス表示などもすべて排除
し、お客様が回遊しやすいよう通路の幅やレイアウトまで細
かく検討しました。お陰様で昨年のモーターショーを大きく
上回る来場者にお越しいただいて、大変うれしく思ってい
ます。実はもう来年の企画が始まっています。1 年かけて
スタッフみんなで考え、さらに皆様に楽しんでいただけるイ
ベントを目指しますので、次回もどうぞご期待ください。

1 年かけて企画した
お客様との交流イベント
MOTOR CAFE 実行委員長
Kyoto BMW本社  取締役支店長

久保 智樹
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「マツシマファンを1人でも多く」

企画室 土居 咲有理

特設カフェをとりまくように、各ブランドの多彩なクルマが展示された会場。
朝から多くの人で賑わいました。

人生を豊かにする
素晴らしいクルマとの出合い

坂井昭郎さん・直子さんご夫妻

コーヒーを飲みながら
お友達とワイワイ

息子さんと共にマセラティの 4シーターオープン・グ
ランカブリオや、BMW i８などのスポーツカーをチェッ
クしていた浅井さん。「実際に乗り込んでコクピットの
雰囲気を体感できるのがいいね」とポーズもキマっ
てます。愛車はメルセデスベンツSクラス。

浅井智地さん親子

スポーツカーのコクピットを体感

安田理史さんファミリー

家族で楽しめました！

バードフレンドリーコー
ヒーⓇとは、渡り鳥が休息
する、環境に配慮した森で栽培され
たコーヒーのこと。収益の一部はスミ
ソニアン渡り鳥センターの
環境保護や生態保護に
使われます。

Bird friend coffee

elcome guestsW

eady for openR

offee and a chatC
xciting new modelsE


