
あけましておめでとうございます。下記店舗でお待ちしております。
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ご来場で！！

福袋もらえる！！

マツダオートザム八戸西
八戸市大字長苗代字前田75-3

TEL.0178-28-2923

オフィシャルサイトはこちら▶

ぜひ、この機会にあなたにピッタリな
SUVを見つけてください

試乗検索は
こちら

マツダのSUV試乗予約
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福袋
プレゼント

新車対象車ご成約で！！

カタログギフトプレゼント！！
期間中、新車乗用車・軽自動車をご成約いただいた方に期間中、ご来場いただいたお客様にもれなく

何が入って
いるかは
お楽しみ！

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。※袋のデザインが異なる場合がございます。
※プレゼントは1家族様1袋とさせていただきます。※イラストはイメージです。 ※写真はイメージです。※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

豊かな風土に育まれた美味。技を磨き、知恵と工夫を凝らした名品。
それぞれの土地ならではの一品をお届けします。
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マツダオートザム八戸西

新車対象車ご成約で！！

純正オプションプレゼント！！
期間中、対象の新車乗用車・新車軽自動車をご成約のお客様に、お好きな純正オプションを差し上げます

※他の特典との併用はできません。※プレゼント額を超える金額はお客様のご負担となります。プレゼント額に満たない場合の差額はご返金できません。対象となるオプションは、対象各車種のショップオプションカタログに掲載のマツダ純正商品に限ります。掲載商品の仕様は予告なく変更する
ことがございます。※取付キット・取付工賃は、別途お客様のご負担となる場合があります。※写真はイメージです。※詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

万円分5
選 べ る

新車乗用車
MAZDA2・MAZDA3・MAZDA6・CX-3・CX-5・
CX-8・CX-30・CX-60・MX-30・ROADSTER

万円分3 新車軽自動車
CAROL・FLAIR・FLAIR WAGON・
FLAIR CROSSOVER・SCRUM WAGON

MAZDA CX-60

■ 価格帯 （単位：万円）
100 2000 300 400 500 600 700

MAZDA CX-60はガソリンモデル車両本体価格2,992,000円からお買い求めいただけます

※車両本体価格は、消費税10％込価格です。消費税10%に基づき表示しています。※掲載の価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う取得税、重量税、費用等は含まれておりません。※リサイクル料金は価格には含まれておりません。別途必要となります。※車両本体価格には、タイヤ交換用具、パンク修理キットが含まれております。。詳しくは営業スタッフにお尋ねください。※掲載の写真と現車は一部異なる場合がございます。※写真はイメージです。【マツダスカイプランにつ
いて】お支払い例は初回お支払い月：令和5年2月、ボーナス払い：7月・12月、お支払い回数（期間）：37回（ヶ月）、分割払手数料率（実質年率）：登録乗用車2.99％、月間走行距離は1,000kmタイプで算出した一例です。支払い例は令和4年12月時点での情報です。●本クレジットを取り扱っていない販売店もございます。詳しくは販売店スタッフまでお問い合わせください。ご契約につきましては、マツダクレジット株式会社の審査が必要です。審査の結果、お受けできない場合もございま
す。本クレジットはマツダの乗用車（登録車・軽）を新車でご購入の方が対象となります。マツダスカイプランご利用にあたっては、車両保険へのご加入並びにパックdeメンテのご加入をお勧めいたします。＜2022年4月現在。マツダスカイプランの残価率、分割払手数料率は予告なく変更することがあります。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

Body Color ： ソウルレッドクリスタルメタリック（特別塗装色）

e-SKYACTIV PHEV登場
マツダ初のプラグインハイブリッド

マツダスカイプランご利用で 月々34,000円
■ 頭金 1,264,500円 　■ 立替支払元金 5,000,000円　■ 最終回（残価）お支払い分＊ 3,132,000円
■ 月々のお支払い分 34,000円×29回　■ ボーナス月お支払い分 204,808円×6回　■ 最終回1回前のお支払い分 33,985円  
■ 分割支払金合計額 5,380,833円　■ お支払い総額 6,645,333円 
＊［最終回のお支払方法を選択いただけます］①当社にお車をご返却 ②当社で新車にお乗り換え ③お車をそのままお買い取り（3,132,000円）

お支払い例：分割払手数料率2.99％（実質年率） 〈 3年型・37回・1,000kmタイプ 〉

■ BODY SIZE ■ 最小回転半径全長 ：4,740㎜ 全幅 ：1,890㎜ 全高 ：1,685㎜ 5.4m

PHEV Premium Sports
e-SKYACTIV PHEV 2500 DOHC 4WD （8EC-AT） 〈SRAK1-0〉

車両本体価格  6,264,500円

［ プラグインハイブリッドモデル ］

※ソウルレッドクリスタルメタリックは別途77,000円
※ロジウムホワイトプレミアムメタリック、マシーングレープレミアムメタリックは別途55,000円

外部給電

※専用の外部給電器が必要になります。

駆動用バッテリー
イラストは
給電イメージ

可搬型
外部給電器

アウトドアや災害時にも、クルマから
電気を取り出す事が出来ます。
V2L ・ V2Hに対応。

大容量バッテリーと大型モーターによる力強い走りと環境性能を両立

初 売 り
ご成約特典付



Body Color ：
ロジウムホワイトプレミアムメタリック（特別塗装色） Body Color ： ポリメタルグレーメタリック

車両本体価格 2,728,000円

特別仕様車 20S Black Tone Edition
［ 2.0L マイルドハイブリッドモデル ］

e-SKYACTIV G 2000 DOHC  2WD （6EC-AT） 〈VK6-41-0〉

※ソウルレッドクリスタルメタリックは、別途66,000円※マシーングレープレミアムメタリックは、別途55,000円
※スノーフレイクホワイトパールマイカは、別途33,000円

旅を楽しく、前向きな気持ちに
させるインテリア
シートのサイド部分は明るい色使いのグ
レージュ色のレザレット（合成皮革）を採用。
上質さと手入れのしやすさ・汚れの拭きとり
やすさを考慮しています。

シーンに合わせた走行性能の
セレクト
3つのモード（ノーマル/スポーツ/オフロー
ド）から選択できる、専用のMi-Driveを採
用。オフロードモードでは砂利道などの未舗
装路や悪路でも安心して、自信を持って進む
ことが可能です。

Body Color ： ソウルレッドクリスタルメタリック（特別塗装色）

MAZDA 6
デビュー20周年を記念した
特別仕様車

車両本体価格 4,422,000円
特別仕様車 XD 20th Anniversary Edition

［ 2.2L クリーンディーゼルエンジンモデル ］

SKYACTIV-D 2200 DOHC 2WD 
（6EC-AT） 〈C74-D1-0〉

MAZDA 3
マツダのパーソナルコンパクト

MAZDA ROADSTER
温かみのあるブラウン幌とテラコッタ内装で
仕上げた大人の品格漂う特別仕様車

特別仕様車 Brown Top
SKYACTIV-G 1500 DOHC 2WD 
（6MT） 〈D7N-H1-0〉

NEW

NEW

MAZDA CX-5 街乗りからオフロードまであらゆるシーンで
楽しめるミドルサイズSUV

■ BODY SIZE ■ 最小回転半径全長 ：4,865㎜ 全幅 ：1,840㎜ 全高 ：1,450㎜ 5.6m

■ BODY SIZE ■ 最小回転半径全長 ：4,460㎜ 全幅 ：1,795㎜ 全高 ：1,440㎜ 5.3m

■ BODY SIZE ■ 最小回転半径
全長 ：4,395㎜ 全幅 ：1,795㎜ 全高 ：1,540㎜ 5.3m

■ BODY SIZE ■ 最小回転半径全長 ：3,915㎜ 全幅 ：1,735㎜ 全高 ：1,235㎜ 4.7m

MAZDA CX-30 後席も十分な室内空間を備えた
ジャストサイズSUV

新しいライフスタイルに応えるアクティブな3列シートSUV

GRAND JOURNEY 
MAZDA CX-8

DEBUT特別仕様車

車両本体価格 2,582,800円
20S Proactive
［ 2.0L マイルドハイブリッドモデル ］

e-SKYACTIV G 2000 DOHC 2WD 
（6EC-AT） 〈8G2-N1-0〉
※ソウルレッドクリスタルメタリックは、別途66,000円※マシーングレープレミアムメタリックは、別途55,000円
※スノーフレイクホワイトパールマイカは、別途33,000円

Body Color ： プラチナクォーツメタリック

車両本体価格 3,257,100円

［ 1.5L 高効率ガソリンエンジンモデル ］

※ソウルレッドクリスタルメタリックは、別途66,000円※マシーングレープレミアムメタリックは、別途55,000円
※スノーフレイクホワイトパールマイカは、別途33,000円

Body Color ： プラチナクォーツメタリック

■ BODY SIZE

全長 ：4,925㎜

全幅 ：1,845㎜
全高 ：1,730㎜

5.8m
最小回転半径

車両本体価格 4,382,400円

［ 2.2L クリーンディーゼルエンジンモデル ］

SKYACTIV-D 2200 DOHC 4WD （6EC-AT） 〈7人乗り：ECD-C1-0〉
特別仕様車 XD Grand JourneyNEW

※ソウルレッドクリスタルメタリックは、別途77,000円
※マシーングレープレミアムメタリック、ロジウムホワイトプレミアムメタリックは、別途55,000円

Body Color ： アーティザンレッドプレミアムメタリック（特別塗装色）

SEDAN

 FASTBACK

※アーティザンレッドプレミアムメタリックは、別途77,000円
※ロジウムホワイトプレミアムメタリックは、別途55,000円

※車両本体価格は、消費税10％込価格です。消費税10%に基づき表示しています。※掲載の価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う取得税、重量税、費用等は含まれておりません。※リサイクル料金は価格には含まれておりません。別途必要となります。※車両本体価格には、タイヤ交換用具、パンク修理キットが含まれております。。詳しくは営業スタッフにお尋ねください。※掲載の写真と現車は一部異なる場合がございます。※掲載写真はイメージです。【マツダスカイプランについて】お支払い例は初回お支払い月：令和5年2月、ボーナス払い：7月・12月、お支払
い回数（期間）：37回（ヶ月）、分割払手数料率（実質年率）：登録乗用車2.99％、月間走行距離は1,000kmタイプで算出した一例です。支払い例は令和4年12月時点での情報です。●本クレジットを取り扱っていない販売店もございます。詳しくは販売店スタッフまでお問い合わせください。ご契約につきましては、マツダクレジット株式会社の審査が必要です。審査の結果、お受けできない場合もございます。本クレジットはマツダの乗用車（登録車・軽）を新車でご購入の方が対象となります。マツダスカイプランご利用にあたっては、車両保険へのご加入並びにパックdeメンテのご
加入をお勧めいたします。＜2022年4月現在。マツダスカイプランの残価率、分割払手数料率は予告なく変更することがあります。詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

残価設定型クレジット マツダスカイプラン
マツダスカイプランは、車両本体価格の一部を最終回に残価額として据え置き、
残りの金額を分割してお支払いいただくプランです。

分割払い
手数料率

（実質年率）

％2.99
※本施策は予告なく終了する場合がございます

「安心」と「買いやすさ」を兼ね備えた

詳細は
こちらから

CLUB MAZDA 会員募集中
新型車の先行情報やイベント情報など、会員様限定のコンテンツを配信します。

■ 新型車の先行情報をはじめ、開発秘話、旅行記など
　 さまざまなジャンルのコンテンツをお届けします。

■ 新型車発表会や試乗会など、会員限定の参加型
　 イベントをオンライン／オフラインで開催します。

詳細は
こちらから

＊［最終回のお支払方法を選択いただけます］
①当社にお車をご返却 ②当社で新車にお乗り換え ③お車をそのままお買い取り（1,364,000円）

■ 頭金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・428,000円
■ 立替支払元金・・・・・・・・・・・ 2,300,000円
■ 最終回（残価）お支払い分＊ 1,364,000円
■ 月々のお支払い分・・・・22,000円×29回

■ ボーナス月お支払い分    ・74,489円×6回
■ 最終回1回前のお支払い分・・・・・21,982円
■ 分割支払金合計額・・・・・・・・・2,470,916円
■ お支払い総額・・・・・・・・・・・・・2,898,916円

マツダスカイプランご利用で 円月々22,000
お支払い例：分割払手数料率2.99％（実質年率）〈 3年型・37回・1,000kmタイプ 〉

車両本体価格 3,939,100円

XD Exclusive Mode
［ 2.2L クリーンディーゼルエンジンモデル ］

SKYACTIV-D 2200 DOHC 2WD （6EC-AT） 〈GN2-G1-0〉

※ソウルレッドクリスタルメタリックは、別途77,000円
※マシーングレープレミアムメタリック、ロジウムホワイトプレミアムメタリックは、別途55,000円

■ BODY SIZE ■ 最小回転半径
全長 ：4,575㎜ 全幅 ：1,845㎜ 全高 ：1,690㎜ 5.5m

＊［最終回のお支払方法を選択いただけます］
①当社にお車をご返却 ②当社で新車にお乗り換え ③お車をそのままお買い取り（2,148,000円）

■ 頭金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・539,100円
■ 立替支払元金・・・・・・・・・・・ 3,400,000円
■ 最終回（残価）お支払い分＊ 2,148,000円
■ 月々のお支払い分・・・・25,000円×29回

■ ボーナス月お支払い分 ・ 126,896円×6回
■ 最終回1回前のお支払い分・・・・・24,983円
■ 分割支払金合計額・・・・・・・・・3,659,359円
■ お支払い総額・・・・・・・・・・・・・4,198,459円

マツダスカイプランご利用で 円月々25,000
お支払い例：分割払手数料率2.99％（実質年率）〈 3年型・37回・1,000kmタイプ 〉

＊［最終回のお支払方法を選択いただけます］
①当社にお車をご返却 ②当社で新車にお乗り換え ③お車をそのままお買い取り（2,390,000円）

■ 頭金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・582,400円
■ 立替支払元金・・・・・・・・・・・ 3,800,000円
■ 最終回（残価）お支払い分＊ 2,390,000円
■ 月々のお支払い分・・・・30,000円×29回

■ ボーナス月お支払い分 ・ 133,181円×6回
■ 最終回1回前のお支払い分・・・・・29,989円
■ 分割支払金合計額・・・・・・・・・4,089,075円
■ お支払い総額・・・・・・・・・・・・・4,671,475円

マツダスカイプランご利用で 円月々30,000
お支払い例：分割払手数料率2.99％（実質年率）〈 3年型・37回・1,000kmタイプ 〉

初売り2023 新春初売りに新しいクルマが続々登場！さらに初売り限定ご成約特典付き!!
HAPPY NEW YEAR
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新色登場
ロジウムホワイト
プレミアムメタリック

初 売 り
ご成約特典付


