
日本初のスマート専門ディーラーOPEN !

京都の街に似合うスマートなシティコンパクト

「第2回
京都サマーオートフェスティバル」開催
憧れのクルマを手に入れるチャンスです！
7月15日（土）・16日（日）・17日（月・祝）は道の駅「京丹波 味夢の里」へ

日  時
7月15日（土）・16日（日）・17日（月・祝）
10：00〜18：00（17日のみ〜17：00）

会  場
道の駅「京丹波 味夢の里」 
京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65番地
京都縦貫自動車道 京丹波PA（府道からのアクセスも可能）

出展ブランド
Mercedes-Benz・BMW・Audi・Volkswagen・MINI・
smart・Maserati・Porsche・ＭＡＺＤＡ・ＳＵＺＵＫＩ

お問い合わせ
075- 313 - 6121（株式会社マツシマホールディングス）　

マツシマホールディングスの全ブランドから価値あるデモカーや認定中古車が大集合！！

メルセデス生まれの、シティ・コンパクト

4人乗りの超コンパクトなボディ、どんな道もスイスイと走れる抜群の取り回しやすさ、
そしてメルセデスの先進テクノロジーも兼ね備えたクルマが smart です。
京都の街にも似合うシティコミューター smart forfour の6つの魅力をご紹介！

街を爽快に駆けぬけるための、
パワフル＆スムーズなパワートレイン
デュアルクラッチトランスミッションによるなめらか
で快適なドライブフィーリング。3気筒1.0ℓ自然吸
気エンジン/0.9ℓターボエンジン搭載、6速ギアの
きめ細かな変速は燃費の向上にも貢献しています。“なめらか”

1 2 最小回転半径4.1m！
取り回しやすいコンパクトボディ
smart for fourの全長はわずか3,550mm、大きく
切れるステアリングが最小回転半径4.1mを実現。
パーキングもUターンもラクラクです。高いシートポ
ジションと大きな窓で視界も良好。“キビキビ”

5 スマートフォンを活用する
“スマート・クロス コネクト”
専用の無料アプリをダウンロードすれば、あなたの
スマートフォンがナビゲーションに。車両情報から
オーディオシステム、ハンズフリー通話などまでドラ
イビングがさらに快適＆便利に！“ワクワク”

4 メルセデスならではの
革新的な安全性能
強固な高強度スチール製の骨格で乗員を
しっかり保護するなど、
メルセデスの
安全思想を凝縮。“あんしん”

6 プレミアム シティ・コンパクトに
ふさわしい快適装備
自動で作動するレインセンサー、オートライト、ク
ルーズコントロールや可変スピードリミッターなど、
プレミアム シティ・コンパクトにふさわしい、さまざ
まな快適装備を備えています。“カイテキ”

smart forfour passion ¥2,160,000 ~    smart fortwo ¥2,260,000 ~
smart cabrio ¥2,550,000 ~　　　　    smart BRABUS forfour Xclusive ¥3,120,000 ~

forfour
The new smart  

Line up

ダイムラー社は世界14ヵ国41都市で、各都市の文化や風土に
合った活動を通じてスマートブランドの認知向上を図る「smart 
c i ty  pro ject」を展開しています。今回この「smart  c i ty 
project」をMBJ（メルセデス・ベンツ日本株式会社）が日本で
初めて実施するにあたり、コンパクトなスマートは京都の街並
や交通事情にも合致し、伝統と革新のまち・京都とスマートの
文化も共通していることから、京都が選ばれました。さらに京都
府とは「地域活性化連携協定」も締結。地域活性化に貢献すべ

「smart city project」を京都府で展開
く、さまざまな活動を通して京都府とsmartの魅力に触れ合う
機会を創出しています。その活動拠点となる「smart center 
京都, the garden」がこの度左京区岡崎にオープン。京都か
ら世界中の皆様にスマートの魅力を発信してまいります。

「smart city project」の記者会見に臨んだマツシマホールディン
グの松島正昭社長、京都府の山田啓二知事、MBJの上野金太郎社
長（左から）

広い施設内はグルメの宝庫。地元の新鮮な野菜や特産物を販売する「京丹波マル
シェ」のほか、丹波の黒豆や旬の食材を使った食事や手打ち蕎麦がいただけるレスト
ラン、多彩なメニューを取り揃えたオープンカフェがあります。

味夢の里ってこんなところ

　日本初のスマート専門ディーラーを牽引する若きリーダーは、今年ラグビー
トップリーグ「コカコーラ・レッドスパークス」の選手から転身したばかり。「まだま
だわからないことだらけで毎日が勉強です」と素直に語る。慣れない仕事に悩んだ
日々もあったが、今自分にできることは何かということに気づいてからはしっかり
と前を向くことができた。学生時代は名門東海大仰星高校で主将を務め、心身共
に鍛え上げられた。どんな時も持ち前のガッツでチームを盛り上げていったよう
に、自分の熱意で周りを巻き込んでいこうとエネルギッシュに動き回っている。
　スマートがディーラーとして独立するのも初めてだが、カフェや庭園と融合し
たショールームというコンセプトも全国初だ。そこには多くの方に気軽にスマー
トに触れ合っていただきたいという想いがある。「さらにスマートを入口に、さま
ざまなブランドを扱うマツシマホールディングスという会社を知っていただく場
所にもしたいんです」とマツシマブランドの発信拠点として、グループ全体のラン
ドマークとなるような店舗を目指している。「自分の役割はその想いをしっかりと
内外に示すこと。社員の皆さんにもその情熱を感じてもらえる店にしたい」と語
る。いつかsmart center 京都, the gardenが会社全体をも巻き込む旋風と
なるよう、体当たりで挑戦する日々が続いている。

smart center 京都 , the garden 

支店長代理  松島鴻太

no.005

各現場のプロフェッショナルをご紹介

PROFESSIONAL

スマート旋風を社内外に巻き起こす

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

海外事業部
京都市右京区西院南高田町10番地
TEL. ０７５-３１５-１７８８

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

Audi Setia Alam（建設中）
No.22A, Persiaran Setia Dagang,
Setia Alam, Seksyen U13,
40170 Shah Alam, Selangor. Malaysia
TEL. +603 - 3362 - 6224

  輸入車・国産車ディーラー事業

Mercedes-Benz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

smart正規ディーラー
smart center 京都, the garden
京都市左京区岡崎南御所町20-1
TEL. 075-754-5100

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

Fortwoやカブリオもあるよ〜♪

3 RRコンセプトが実現する
コンパクトなのに
広い室内

ラゲッジ容量は通常でも185ℓ。
後席を倒せば730ℓに拡大、
リアドアは約85°までOPEN！

“ひろびろ”


