
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   

  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

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 （3月2日～上記新店舗へ移転）
京都市伏見区国道１号線赤池東入ル南側
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

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

「MATSUSHIMA 
   Winter Camp」を開催！
この度亀岡市に新しくオープンするマツシマホールディングスの
ストックヤード「亀岡メンテナンスファクトリー」のお披露目を兼
ねて、モーターショーを開催。地上2階建、総面積5000㎡のス
ペースに、マツシマホールディングスの全ブランドが一堂に会しま
す。開催期間も1週間あり、平日のご来場も可能です。この機会
に「MATSUSHIMA Winter Camp」で、2017年各ブラン
ドの最新ラインナップをお確かめください。

日 時  2月25日（土）～3月3日（金） 10：00～17：00（最終受付）

会 場  京都府亀岡市大井町「亀岡メンテナンスファクトリー」

内 容  新車の展示・カフェ・試乗コーナー

［  マツシマホールディングスお客様向け情報紙  ］

no.003
Audi 京都南 寺前 和大

Audiの接客スキルを競う大会で、全国630名のセールススタッフの頂点に輝いた。2年前に地区予選で敗れた雪辱
をはらし、入社3年目で見事偉業を達成。「お客様がどんなことを望んでいらっしゃるかをまず掴むことが大切。時には
車ではなく自分を売ることも必要」と、現場で試行錯誤しながら1人ひとりのニーズに応えるセールスに徹して成果を
上げた。今回の優勝を機に、さらなるAudiファン拡大に情熱を燃やしている。「Winter Camp」ではプロジェクトメン
バーとしても参加。イベントを通してさまざまなお客様との絆作りを目指している。

「Audi Sales Skill Contest 2016」で優勝！

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選ぶ

THE BEST SUV SELECTION 2017
for women
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「大井IC」より車で約2分

新 住 所

京都市伏見区
竹田中島堀端町96
※3月1日（水）までは現住所で
   営業しております

現店舗の向かいへ新たにオープンします。
新ショールームで皆様のお越しをお待ちしております。
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京都BMW
京都南

OPEN!
MINI京都南

今、女性たちに
選ばれているのは

　
プレミアムコンパクトを中心に人気を集めている

Sport Utility Vehicle

2017年3月2日、
MINI京都南が
移転＆OPEN！

木梨憲武のペイントカーも展示！



BMW X1
スタイリングと使い勝手の良さで人気ナンバー
ワン。女性が運転するにもちょうど良いサイズ
で、新型は天井が6cm高くなった分車内も
広々として快適です。  ￥3,970,000～

運転する楽しさに目覚めた
わたし好みのSUV 
                          BMW X1

の略で
スポーティーな多目的車という意味。
街でも山道でも活躍する
オールラウンダーです。

走行中も静かでCO2排出が少ない
イマドキのクリーンディーゼル。
燃費も優れているので、
環境にもお財布にもやさしいんです。

人気のSUVで、特に女性に選ばれているのがBMW X1。その魅力
を語ってくださったのが城陽市にお住まいのMさんです。エレガント
なMさんですが、実は高校1年生～4歳の男の子４人のママ。手狭
になった軽自動車から乗り替えを検討していたところ、ビビッときたの
がBMW X1でした。「デザイ
ンに惹かれて試 乗してみた
んですが、すごく運転しやすく
て、すぐに気に入ってしまいま
した！」メカニック的な難しいこ
とは抜きにして（笑）、やっぱり
女性にとって最大のポイント

はルックスと運転のしやすさ。さらにBMWのスポーティーな走りにも
目覚めたといいます。「スピードがぐっと上がる瞬間が好きなんです。
高速走行も快適で運転することが楽しくなりました」と、北陸に
あるご実家へもクルマで帰省
するようになったとか。前 後
輪に適 正な駆 動力を与える
BMWのxDriveが、雪道でも
悪路でも安定した走りを実現
しています。

いま旬なクルマと言えばSUV。運転しやすくて実用
的、女性にとってのメリットもいっぱいです。2017
年もおしゃれなSUVが続々と登場しています。

人気

ディーゼル車も
あるの？

プレミアムコンパクトを中心に
ますます人気を集めるSUV

More about hot SUV

SUVって何！？

BMW X1

MAZDA CX-5

MAZDA CX-3

SUZUKI ハスラー

MINI CROSSOVER

Audi Q3

Mercedes-Benz GLC

BMW X3

Mercedes-Benz G-Class

Audi Q7
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Bestselling SUV 
2016

マツシマホールディングスが選ぶ

「 イマドキSUV、女性にうれしいこんなポイント」

車高が高い分視界が広がり、女性でも運転しやす
い。体格に合わせてベストなシートポジションを設定

SUVはスマートなフォルムが主流。着座位置も高す
ぎず、腰の曲げ伸ばしが少なく乗り降りしやすい

テールゲートは自動で開閉。長押しでゲートの高さを
記憶できるので小柄な女性でも使いやすい（Audi Q3）

視界が広く運転しやすい 乗り降りがラク 扱いやすいテールゲート

男性の方も
ぜひご参考に！

xDriveで悪路もラクラク
● 雨や雪の日も安心して走れる
xDrive（4WD） ● 大きめボディ
ながらカメラ機能が充実してい
て女性でも運転しやすい ●クリー
ンディーゼルが圧倒的な人気  
￥6,120,000～【KB京都南 山形】

初のフルモデルチェンジ！
●新型はボディサイズが拡大して、
最 新 の 安 全 装 備を設 定  ●ク
ラス最大級のラゲッジスペース

（ 6 1 5 L ） ● 前 後・左 右 4 台の
ビューカメラでパーキングをアシスト
￥3,600,000～【VW宇治 水口】

マセラティ史上初のSUV
● ボディカラーからシートまでフ
ルオーダーメイドの贅沢 ●フェ
ラーリと共 同 開 発したビートの
効いたパワフルなエンジン ● 今
春にはクリーンディーゼルも登場
￥9,769,090～【MA京都 北出】

日常使いにジャストフィット
● A u d iならではの四 輪 駆 動シ
ステム「クアトロ」の安定感のあ
る走り ● 街中でも映えるスタイ
リッシュなデザイン ● 今夏に登
場するコンパクトなQ2にも注目！ 
￥3,690,000～【AD京都南 寺前】

女性に人気のおしゃれMINI
●ファッショナブルなデザインが
女性に絶大な人気 ●パワフルで
優れた燃費のクリーンディーゼル
モデルが大ヒット ●まもなくイメ
チェンしたニューモデルが登場！  
￥2,750,000～【BPS京都南 清井】

新型はさらに乗りやすさUP！
● 新 型は人と車の一 体 感がさ
らに増して女性にも運転しやす
い ● 優れた燃費と高いコストパ
フォーマンス ●ゴルフバッグが4
個積める広いラゲッジスペース 
￥2,462,400～【KM西五条 新岡】

18万台突破！遊べる軽
● 電気モーター併用の「マイルド
ハイブリッド」で優れた燃費を実
現 ●キュートなデザインと11色も
のカラーバリエが女性に大人気 
●軽でも広い室 内 空 間を確 保
￥1,078,920～【SA京都西 熊本】

メルセデスの大ヒットSUV
● 使いやすいサイズと仕様がウ
ケて大人気 ●最先端の安全装備

「レーザーセーフティパッケージ」
が標準装備 ●まもなくクリーン
ディーゼルやクーペも登場  
￥6,280,000～【MB京都中央 塩田】

Meets SUV     今、女性たちに選ばれているのは SUV

X1で心おきなくドライブを楽しんでいます♪

美しい光沢のあるボディカラーも素敵！


