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Kyoto BMW 宝ヶ池  三宅 塁

今年1月、関西10法人12支店のBMWメカニックが技術を競い合う大会が神戸で開催され、「Kyoto BMW宝ヶ池」
の三宅塁が1位を獲得。高レベルの技術を有するテクニシャンだけがチャレンジするこの大会で頂点に輝くというマツ
シマでも初の快挙を成し遂げた。「MINIの大会では敗北を喫していたので、今回は名誉挽回を誓った」と、先輩に支
えられながら勉強を重ね、大会の実技ではただ1人全問正解を達成。シニアテクニシャンへの昇格も手にした。「お客
様の問題を解決できた時が一番うれしい」と、この経験を糧に現場でのさらなるレベルアップに燃えている。

「BMW関西テクニカルエリアコンテスト」で1位獲得！

各現場のプロフェッショナルをご紹介

PROFESSIONAL

マツシマホールディングスが広島でポルシェディーラーを始めまし
た。同地にあるポルシェ正規ディーラーをスタッフ共々引き継ぎ、
最新のCIに基づいたショールームをオープン。最新モデルから認
定中古車まで、充実したラインナップでポルシェファンをお迎えい
たします。グループのスケールメリットを生かしたディーラー事業に
今後もご期待ください。

［ポルシェセンター広島］
広島市佐伯区八幡東4-31-29-4  TEL.082-926-3311

1 広島市内から約20分、山陽自動車道五日市I.C.から約7分の石内バイ
パス沿いに位置した「ポルシェセンター広島」 2 フィッティングラウンジも
備えた広い店内 3 専用リフトを4ベイに増設した最新鋭のサービス工場

■ マツシマメンテナンスファクトリー、始動
「MATSUSHIMA WINTER CAMP」で皆様にお披
露目した亀岡市にある『マツシマメンテナンスファクト
リー』が業務をスタートしました。グループ内全ブランド
の新車がここに集結。専用テスターによる納車前点
検やディーラーオプションの取り付けなどが行われた
後、各支店へデリバリーされていきます。最新の設備が
整ったボディーコーティングルームも完備。納車前作業
を一箇所で効率的に行うことにより、スムーズな業務
の遂行を目指してまいります。

■ BMW ＠Hyatt Regency
6月4日（日）、京都市東山区にある「ハイアット
リージェンシー京都」でBMWの展示・試乗会
を開催いたします。ラグジュアリーなホテルで、
BMW NEW 5シリーズとMモデルの魅力に触
れ合うスペシャルな一日。皆様のお越しをお待
ちしております。

［お問い合わせ］
京都BMW五条  TEL.075-314-5500
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グループ初となる
ポルシェ事業をスタート！

株式会社マツシマホールディングス 
京都市右京区西院寿町40番地の3  TEL. 075-313-6121

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
京都府宇治市槇島町三十五37番3
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

  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 五条
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

MINI正規ディーラー
MINI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
京都市伏見区竹田中島堀端町96
TEL. 075-604-4400

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

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

PORSCHE正規ディーラー
ポルシェセンター広島
広島市佐伯区八幡東4-31-29-4 
TEL. 082-926-3311

 Follow us ! 

 Instagram _ matsushima_hd で検索

 Facebook _  マツシマホールディングス で検索

話題のクルマをライバルが検証！
   BMW 523 diesel　　

　　   Mercedes-Benz E200      

　　　　　     Audi A7 Sportback
キャディバッグ対決

MATSUSHIMA HD PICK UP CAR

VS 3-WAY
    BATTLE



スポーティなデザインと先進のテクノロジーが融合
Audi  New A5

● 5ドアスポーツバックと2ドアクーペの2タイプ●デジタ
ル技術を駆使したバーチャルコクピットで操作性が向
上● 衝突回避や歩行者検知システムなどの優れた安
全装備￥5,460,000〜【AD京都南 今村】

フェイスリフトが一新、先進の安全装備も搭載
MASERATI  New Quattroporte

●グランスポーツとグランルッソ、２種類のトリムオプショ
ンをご用意● 車間距離調整やアラウンドビューカメラな
どの安全装備が充実●タッチパネル式のナビゲーショ
ンに一新￥12,060,000 〜【MA京都 山田】

ワンランク上の快適性と安全性を実現
Volkswagen  New Tiguan

● 初のフルモデルチェンジでボディサイズが拡大● 最
先端の安全装備のほか、スマートフォンと接続してさま
ざまなアプリ操作も可能に●クラス最大級のラゲッジス
ペース（615L）￥3,600,000〜【VW宇治 水口】

一回り大きくなって、より精悍なデザインに
MINI  New MINI CROSSOVER

● 高級感が増し、SUV色を強めたデザインに● 室内空
間が広がり、特にリアシートの快適性や荷室の拡大が
好評●ディーゼルモデルに加え、夏にはプラグインハイブ
リッドも登場￥3,860,000〜【KB宝ヶ池 田中】

フルモデルチェンジでグレード感がUP
MAZDA  New CX-5

● 人と車の一体感が増してさらに快適なドライビングを
実現● 優れた燃費と高いコストパフォーマンスが魅力●

ゴルフバッグが4個積める広々としたラゲッジスペース 
￥2,462,400〜【KM西五条 新岡】

走りもデザインも上質を極めた世界戦略車
SUZUKI  SWIFT

● 2枚ドアクーペのようなスタイリッシュなデザインと上
質感ある室内●ヨーロッパ車を意識したスポーティーな
走りと軽快な乗り味● 驚きのコストパフォーマンスを実
現￥1,340,000〜【SA京都西 熊本】

デザインが秀逸！
どんな路面でも軽快に走る

流れるようなリヤのデザインがカッコ
いいですね。最も大きいボディサイズ
だけど、乗ると大きさを感じさせない。

乗っても結構面白かった。

ステアリングが操作しやすいですね。

ハンドルがクイックに反応するので
軽快に走れるという感じ。

クアトロシステムだから、どんな路面
でも吸い付くように捉えるしね。

ブレーキもキュッと効きますよね。

うん、よく止まる。個人的には3台の
中ではAudiのブレーキが一番好き。

後席を倒した時のラゲッジスペース
の広さには驚き。寝れるね（笑） 

中山

大谷

田中

大谷

中山

大谷

中山

大谷

話題のクルマをライバルが検証！
話題の新型セダン・BMW 5シリーズとメルセデスベンツEクラスに、
4ドアクーペのAudi A7 Sportbackが参戦。
今回は整備のスペシャリスト3人が、
ライバルのクルマに試乗してメカニックの視点から乗り味を比較。
さてライバルたちの評価はいかに･･･？

メルセデスベンツ京都中央
メカニック
大谷 晃裕

アウディ京都
メカニック
中山 宏起

京都BMW五条
メカニック
田中 達也

Audi A7 Sportback 2.0TFSI quatt ro　
￥7,250,000

快適性に加え、
パワフルな加速感も魅力

思った以上に楽しめた !

アクセルを踏むとすぐに加速してい
く、トルクの伝わりがいいですね。

踏み込むと低回転からエンジンが素早
く回る。え？これディーゼルじゃないの！？

ガソリンなんですよ。

トルク感といい独特のサウンドといい、
ディーゼルかと思うような力強さだね。

BMWに比べるとソフトな足回りで
ブレーキも柔らかく効く。ゆったりと
してすごく運転しやすいですね。

メーターパネルも液晶で見やすいし。

先進の運転支援システムも搭載し
ているので、街乗りにも最適です。

中山

田中

中山

中山

中山

大谷

大谷

田中

Mercedes-Benz E200 AVANTGARDE 
9速AT　￥6,750,000

走る歓びを実感できる
スポーティな乗り味

Eクラスはコンソールが大きめに造ら
れているけど、5シリーズは足元に余
裕があって大柄の人でも運転しやす
いと思うな。

後輪が切れて回転半径が小さいの
でパーキングしやすく、レーンチェン
ジもなめらか。アクセルレスポンス
が良くて、コーナーも思い通りに曲
がる。ディーゼルだけど中は振動が
少なくて静かですね。

アクセルを踏むとすぐに駆動に伝わっ
て伸びがいい。まさに“駆け抜ける
歓び”を実感できるという感じ（笑）。

BMWは高速での安定感が抜群な
ので、次回はぜひそれも“実感”して
欲しいですね。

大谷

中山

大谷

田中

BMW 523d M Sport 8速AT
￥7,660,000

Mercedes-Benz
E200

Audi 
A7 Sportback

BMW
523 diesel

Mercedes-Benz E200
荷 室は5 4 0 L 。通 常 横 置きにして3 個 、後 席を倒し
て縦置きにしても3個でした。

乗員5人
＋

キャディバッグ
最大3個

Audi A7 Sportback
荷室は535L、通常で3個、後席を倒せばステーション
ワゴン感覚で使えて最大4個積載。

乗員2人
＋

キャディバッグ
最大4個

BMW 523 diesel
荷室は530L。通常はキャディバッグを斜めにして3個、
後席を倒せば4個は収納が可能。

乗員2人
＋

キャディバッグ
最大4個

MATSUSHIMA HD  PICK UP CAR

BMW
523 diesel

Audi
A7 Sportback

Mercedes-Benz 
E200

ゴルフ好きの方が気になる、ラゲッジスペースの容量をチェック！

僕たちが試乗しました！

ドライブウェイで試乗対決

いつもと違う操作にも興味津々

ライバル車もやるな！

ライバル車もやるな！

同じドイツ車でもこんなに違うなかなか勉強になったね

同じドイツ車でもこんなに違うなかなか勉強になったね


