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INTERCOOLER　SUPER-D

緊急告知 

ショールームの外にもデモカーを展示します☆ 
実際のマフラーの音や迫力のある吸気音など、是非ご体感ください!! 
*KNIGHT SPORTSデモカーはスタッフによる同乗体感ができます♪ 
 

上記商品を で 
取付工賃半額＋部品10％OFF!!にてご提供致します!! 

その他の商品も事前予約で当日に取り付け致します。 
※エアロパーツ等塗装が必要となる商品は 
当日装着ができませんのでお問い合わせ下さいませ。 



圧倒的なスタイル！ 運転する喜びが加速する・“体感できる”チューニング。ＳＫＹ－Ｄ＆ＳＫＹ－Ｇ搭載車両の洗練さを増す様々なご提案を行わせて頂きます。 

洗練された圧倒的な存在感を放つエアロフォルム。細部まで研ぎ澄ました流行の２色塗分けを施し、”ONLY ONE”な特別なクルマに。塗装取り付けも各店舗にて承ります。 

 

 

スポーツロム･4BEAT-D & 4BEAT-RC 
最新のＳＫＹ－ＤとＳＫＹ－Ｇに対応しました。 
ＳＫＹ－Ｄ用は中高速回転域のブースト特性を
改善しレシプロエンジンのような滑らかな
フィーリングを実現。ＳＫＹ－Ｇ用は各マップ
の適正化を行い、リニアなレスポンスとパワー
アップを実現しました。 

スーパースポーツ･セッティング･ダンパー 

日頃のストリート走行では快適性を保ちつつ、クルマを
楽しむ際、クルマと対話しながらドライバーの好みに
合ったセッティングを導く楽しさが、「スーパースポーツ
セッティングダンパー」にはあります。 
KZD-51411   CX-3/DK系   ¥160,000(ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ) 
KZD-51421   DEMIO/DJ系    ¥160,000(ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ) 
KZD-51431 AXELA/BM系    ¥160,000(ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ) 
KZD-51441 CX-5/KE系       ¥160,000(ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ) 
KZD-51451 ROADSTER/ＮＤ系  ¥198,000（ﾋﾟﾛ) 
KZD-51461 ATENZA/GJ2系  ¥160,000(ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ) 
KSD-51401  RX-8/SE3P        ¥198,000(ﾋﾟﾛ) 

スポーツ･ブレーキ･キット 

コントローラブルな6ポットキャリパーキット 
KZD-69001  
CX-5,AXELA/BM系,ATENZA/GJ系 ¥250,000 
356mm x 32mm 2ピースローター スリット入り 
※18インチ車用 
KZD-69002  
CX-5,AXELA/BM系,ATENZA/GJ系 ¥235,000 
330mm x 32mm 2ピースローター スリット入り 
※17インチ車用。 
注意！ ホイールマッチング確認要 
 

For AXELA BM2FS For ATENZA 
GJ2FP/GJ2FW 
ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ前専用 

For DEMIO DJ5FS 
KZD-71202：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾎﾟｲﾗｰ ¥90,000 
KZD-72321：ﾘｱ･ｳｲﾝｸﾞ･ｽﾎﾟｲﾗｰ ¥65,000 
KZD-74322：ﾘｱ･ｴﾝﾄﾞﾌｨﾆｯｼｬｰ ¥90,000 
KZD-73201：ｻｲﾄﾞ･ｽｶｰﾄ, R&L ¥70,000 
KZD-75122：ｱｲﾗｲﾝ ¥14,000 

KZD-71304：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾎﾟｲﾗｰ ¥90,000 
KZD-72333：ﾘｱ･ｳｲﾝｸﾞ･ｽﾎﾟｲﾗｰ ¥65,000 
KZD-72334：ｶﾞｰﾆｰﾌﾗｯﾌﾟ, ｶｰﾎﾞﾝ ¥25,000 
KZD-73301：ｻｲﾄﾞ･ｽｶｰﾄ, R&L ¥70,000 
KZD-74332：ﾘｱ･ｴﾝﾄﾞﾌｨﾆｯｼｬｰ ¥90,000 
KZD-75133：ｱｲﾗｲﾝ ¥14,000 

For CX-5 KE2FW 
ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ前専用 

KZD-71401：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾎﾟｲﾗｰ ¥85,000 
KZD-75141：ｱｲﾗｲﾝ ¥14,000 
KZD-74141：ﾎﾞﾝﾈｯﾄ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ¥22,000 

KZD-71601：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾎﾟｲﾗｰ, type-1 ¥90,000 
KZD-71602：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾎﾟｲﾗｰ, type-2 ¥85,000 
KZD-73601/73602：ｻｲﾄﾞ･ｽｶｰﾄ, R&L ¥70,000 
KZD-74631/74632：ﾘｱ･ｱﾝﾀﾞｰ･ｽｶｰﾄ ¥70,000 
KZD-71681：ﾌﾛﾝﾄ･ｽｶｰﾄ ¥50,000 
KZD-75161：ｱｲﾗｲﾝ ¥14,000 

標準価格より 

5%off 

標準価格より 

5%off 

東京マツダ足立店にて開催!! 

開催期間： 
スポーツ・ドライビング好きな皆様に、より走りの楽しさを増す 
オプション部品をナイトスポーツが自信を持ってご提案致します。  

エアロパーツ表示価格より 

全品１０％ＯＦＦ！ 
 塗装代・作業料は別途費用がかかります。 

アルフィン・ドラム 
バネ下の軽量化により、
乗り心地と、ブレーキ性
能を向上します。 
KZD-66423 ￥78,000 
DJ5用 

マスターシリンダー 
ストッパー 
カッチリとしたダイレクト感
のあるブレーキフィーリング
を実現 
KZD-68531 ￥15,000 
BM2/BME用 

アンダーブレース 
セット 
軽量かつ高剛性なアルミ 
リブ材アルマイト仕上げ 
KZD-64001 ￥60,000 
BM2/BME/KE2/GJ2用 

For ROADSTER ND5RC 

For CX-3 DK 

KZD-71101：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾎﾟｲﾗｰ ¥90,000 
KZD-72311：ﾘｱ･ｳｲﾝｸﾞ･ｽﾎﾟｲﾗｰ ¥65,000 
KZD-74311：ﾘｱ･ｴﾝﾄﾞﾌｨﾆｯｼｬｰ ¥90,000 
KZD-75111：ｱｲﾗｲﾝ ¥14,000 
KZD-19101：ｽﾎﾟｰﾂﾛﾑ,4BEAT-D ¥78,000 
KZD-51411:ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰ ¥160,000 
KZD-64206：ﾌﾛﾝﾄｽﾄﾗｯﾄﾊﾞｰ ￥24,000 
KZD-64002:ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾚｰｽｾｯﾄ ￥45,000 
 

大胆なエクステリアを纏ったCX-3 
SUVであることを忘れされる、フットワークと 
加速感・・・運転する楽しみが増します。 

 
KZD-14502：ﾘｰｶﾞﾙｽﾎﾟｰﾂﾏﾌﾗｰ・ﾁﾀﾝ ￥250,000 6MT 
KZD-19504：ｽﾎﾟｰﾂﾛﾑ,4BEAT-RC ¥78,000 
KZD-51451:ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰ ¥198,000 
 



2016 Spring sports Fair 
開催期間： 4/9(SAT)~10(SUN)  只今、TEL予約も受付中です!! 

 ご愛用いただいている、マツダ車の個性化プロジェクトを提案します。｢運転する楽しさ｣を
徹底的に磨いた、お勧めのオプションです。期間中は、もちろん全品特別価格でご奉仕。
見逃せないチャンスですので、是非、お試しください!!!! 

＜会場・お問い合わせ先＞   
  

  

チラシ掲載商品は、全てオートエクゼオプションズです。｢オートエクゼ｣とは、マツダ車専門のオプションメーカーで、「運転する愉しさ」と「快適性」の調和をテーマに商品
開発をしているスペシャリスト。小さい組織のメリットを活かし、フレキシブルな少量生産システムでマツダ車の長所を活かしたパーツ開発を行っている。純正オプション感
覚で手に入れられる気軽さと安心感が魅力。インターネット情報サービス：www.autoexe.co.jp（掲載商品の価格は、税抜き・工賃別です） 

※写真のキーは含まれません。 デモカー展示会 
実車を見る機会の少ないオートエク
ゼのデモカーを多数展示します。実
際のマフラーの音、吸気音などをご
体感ください。 
※試乗はできません。 

商品の展示即売会 
AutoExeOPTIONSを一挙展示。
実際の商品を手にとって確認できま
す。もちろん、期間中は特別価格で
ご奉仕!! お目当ての製品がある場
合、事前予約をお勧めします。 

チュｰニング相談会 
オートエクゼメーカースタッフによる
チューニング相談会を開催。車好
きなお客様の目線に立って相談さ
せていただきます。 

エアロ祭り同時開催 
デモカー展示会と同時に開催する
のが、エアロ祭り！イベント期間中
は、部品・塗装・取付全て10％
off。この機会にイメチェンしてみま
せんか？ 

盛り沢山のイベント内容でお届けします!!  

※当日は、このチラシを必ず持ってきてください。 
 プレゼントと交換させていただきます。 
 また、当日にお取付を希望される場合は、 
 事前にtel予約をしてくださいますようお願い申し上げます。 

ご成約プレゼント 
当日、￥3,240以上ご購入の方に
もれなくプレゼント！今回は、｢オリジ
ナルレザーキーホルダー｣です。 
※なくなり次第終了です。 

 
足立区大谷田4-1-25 

03-3605-8151 

GJ-05 for Atenza 

売れ筋 オススメ 

■スタイリングキット    
・ﾌﾛﾝﾄｽﾎﾟｲﾗｰ･･¥74,000(LEDデイタイムランプ付属）  
・ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙｶﾞｰﾆｯｼｭ・・ ¥48,000 

DK-05 for CX-3 ND-05 for Roadster 

スポーツマフラ－ 
●¥119,000 

ストイックなまでに贅肉を落とし、ロードスターの原点に立ち戻った

4代目ND。その姿はライトウェイトスポーツをこよなく愛するファン

から大きな支持で迎えられています。いたずらなスペックや速さの

追求ではなく、所有する歓びや走る楽しさを輝か 

せるための「感性チューニング」。創業以来のこの 

理念をベースに、第5世代のND-05においては 

”Tune COOL!”をテーマとして、知的で爽快な 

大人のためのスポーツバージョンを提案しています。 

ローダウンスプリング 
●¥35,000 

ストリートスポーツサス 
●¥158,000 

売れ筋 オススメ 

プレミアテールマフラー 
●¥72,000 

ブランドアイデンティティを明快に表現するデザインと、SKYACTIV

テクノロジーをジャストサイズに凝縮したコンパクトSUV、CX-3。

LEDデイタイムランプの装着が可能なハーフタイプのフロントスポイ

ラー、シャープなフィンタイプのフロントグリル 

ガーニッシュや、リア周りを軽快に引き締める 

センターデュアルタイプのマフラー、ウイングタイプの 

スポイラーにより、私たちの開発コード第5世代の 

テーマである“Tune COOL!”なイメージを創造 

しています。 

ボンネットダンパー 
●¥20,000 

ストリートスポーツサス 
●¥158,000 

オススメ 

■スタイリングキット    
・ﾌﾛﾝﾄｽﾎﾟｲﾗｰ･･¥73,000(LEDデイタイムランプ付属）  
・LEDﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｷｯﾄ・・ ¥45,000 他設定有り 

■スタイリングキット    
・ﾌﾛﾝﾄｽﾎﾟｲﾗｰ･･¥49,000 LEDﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾌﾟ・・¥20,000  
・ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙｶﾞｰﾆｯｼｭ・・ ¥48,000 他設定有り 

アテンザのビックチェンジと共に開発された新作GJ-05。評価の高

いベース車の美点を守りながら、より硬質で、より快適な大人のス

ポーツサルーンへのステップアップを求めて、スタイリングにも走りにも、

私たち独自の「感性チューニング」を注いでいます。 

さりげなくも力感あるスポーツフォルムはその象徴。 

高品位な機能パーツ群との組み合わせで乗り味 

を洗練させます。多くの製品は、ビッグチェンジ前 

後、ボディタイプを問わず対応します。 

ボンネットダンパー 
●¥20,000 

ストリートスポーツサス 
●¥168,000 

ｽﾎﾟｰﾂｲﾝﾀﾞｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 
●¥29,000~ 

売れ筋 

BM-04 for Axela DJ-05 for Demio 

世界に強豪がひしめくCセグメント市場において、初代から高いス

ポーツ性で注目を集めてきたアクセラ。この新型アクセラにフル対

応すべくBM-04をリリース。スタイリングは、ベース車の持つ躍動

美をより緻密に、よりダイナミックに表現。乗り味 

の中核をなすストリートスポーツサスは量産仕 

様のバランスを保持しつつ、スポーティな操縦感 

覚を正常進化させました。全方位から仕上げて 

いく車種発想による広範なラインナップを実現。 
 

ストラットタワーバー 
●¥24,000 

プレミアテールマフラー 
●¥102,000 

ローダウンスプリング 
●¥36,000 

KE-05 for CX-5 

売れ筋 オススメ 

ストラットタワーバー 
●¥24,000 

インテークサクションキット 
●¥15,000 

■スタイリングキット 
・フロントスポイラー・・・¥48,000 フロントグリル･･･¥40,000 
・サイドスカートセット・・・¥54,000 他設定有り 

スポーツステリングホイール 
●¥38,000~ 

新型ディーゼルエンジンを搭載し、まさにコンパクトカーの革命児
である新型デミオ。そのDNAに宿った走りを開花させるチューニ
ングキットが、DJ-05です。スタイリングキットは、ワイド＆ローフォ
ルムを実現するべく、フロント/サイド/リアの３点+リアスポイラー。 
フロントグリルには、自信と誇りの証とも言える 
エンブレムをセンターに配した。もちろん、ストリー 
トスポーツサス・キットなどの本格機能部品も 
取り揃え、アクセルレスポンスアップを実現した 
インテークサクションキットも新発売! 

売れ筋 オススメ 

ビックチェンジにも対応したKE-05が新発売。注目のデビューから

早3年。CX-5は、その後に続く新世代マツダ車を牽引するリー

ダーとしての存在感をさらに強固にしつつあります。 

量産グレードではなしえなかった高い質感やパ 

フォーマンス充実したメニューを実現しています。 

スポーツダンパーやスエードを新設したスポーツ 

ステアリングホイールなど、新商品も着々をリリー 

ス！拡大中です。 

売れ筋 オススメ 

■スタイリングキット    
・ﾌﾛﾝﾄｽﾎﾟｲﾗｰ･･¥54,000 ・LEDﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾌﾟｷｯﾄ･･¥65,000  
・ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙｶﾞｰﾆｯｼｭ・・ ¥48,000 他設定有り 

■スタイリングキット 
・フロントバンパー＆グリル（LEDデイライト付属）・・・¥111,000   
・リアスポイラー・・・¥40,000 他設定有り 

ｽﾎﾟｰﾂｲﾝﾀﾞｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 
● ¥29,000~ 

スポーツステアリング 
●¥38,000~ 

スポーツダンパー 
●¥72,000 

東京マツダ 足立店 
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