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平成30年7月豪雨災害について

平成30年7月豪雨により、亡くなられた方々に謹んでお悔み申し上げますとともに、被災された皆さまには心よりお見舞
いを申し上げます。

マツダは、災害発生以来、地元の企業として、被災された方々と被災された地域の一日も早い復旧・復興支援を最優先に、 
人材や物資の支援などを継続してまいりました。

操業・勤務においては、地域の皆さまやお取引先さまなどと連携して行政や地域などによる支援活動を妨げることなく、 
地域の安全や交通状況などに配慮して実施してきましたが、このたび、関係者の皆さまのご尽力によって部品の供給や従業

員の通勤などの見通しが進展したため、9月10日より、生産体制を災害発生前の水準に戻し、通常操業に復帰いたしました。

今後もボランティア派遣など被災地域の早期の復旧・復興に貢献する取り組みを最後まで推進し、地域の皆さまから真に

信頼される企業へとさらに成長できるよう、誠実に取り組みます。皆さまには、今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜ります

ようお願い申し上げます。

 マツダ株式会社 代表取締役社長兼CEO　丸本 明

【これまでに実施した主な支援活動】 （2018年8月末時点）

 人材の支援 ・被災地域に医療支援、現場作業支援、事務作業支援などの目的で社員を派遣

 物資の支援 ・被災地域に、土のう袋、飲料水、軍手・手袋、マスク、タオル、雑巾などを提供
 ・被災地域へ社用車を貸出
 ・被災地域へトラック（10 台）を寄贈

 施設の支援 ・鯛尾トレーニングセンター（安芸郡坂町）を災害ボランティアの宿泊施設として8月1日から30日まで開放

 義　援　金 ・合計で1億円（広島県 8,000万円、日本赤十字社 2,000万円）を寄付
 ・7月26日から8月31日まで広島本社ロビーにて、被災地支援のためのたる募金を実施

7月26日、広島本社ロビーにて広島交響
楽団のメンバーによる定期演奏会を開催し
ました。
今回の演奏会は、音楽の力にて被災され
た近隣地域の皆さまを応援し、復興・復旧の
一助になればという想いのもと、弦楽八重
奏（第1・第2ヴァイオリン（各2名）、ヴィオ
ラ（2名）、チェロ、コントラバス）の編成で、

弦楽器の伸びやかで繊細かつ迫力ある音色
を207名の方にお楽しみいただきました。

10月3日には、木管五重奏の編成で開催し、
近隣の皆さまに加えて、被災された皆さまもご
招待いたしました。次回は来年1月の予定です。
マツダは、文化芸術の振興に大きな役割
を果たしている広島交響楽団の活動を支援
しています。

01 広島本社ロビーで定期演奏会を開催しました



COMMUNITY

三次事業所では、7月28日に開催された「第43回三次きんさ
い祭」へ、また、8月25日には「第38回庄原よいとこ祭」へ参加し
ました。いずれのお祭りも当社および関係会社を含めたマツダ
グループ100名超が参加してマツダパレード隊を編成し、三次
きんさい祭では笛や太鼓、チャンチキ（鐘）を打ち鳴らしての囃
子連で、庄原よいとこ祭では勇壮な神輿連でパレードを盛り上
げました。
パレードでは「地域に根差した元気なマツダ」をPRすること
に加え、平成30年7月豪
雨により甚大な被害に見
舞われた皆さま、復興を支
援されている皆さまに対
して「エール」を送ろうと、
沿道と一体となって元気
いっぱいに市街地を練り
歩きました。

7月28日に、JR防府駅みなとぐちで「夏の幸せますフェスタ
2018防府おどり」が開催されました。心配された台風12号や
猛暑の影響もなく多数の来場者の中、防府工場からは総勢83名
が参加し、この日のために繰り返した練習の成果を沿道の皆さ
まに披露しました。また、昨年に続き出場16団体のトリを務め、
大勢の観客の皆さまと一緒
に防府おどりを踊り切り、地
元伝統行事を締めくくりま
した。マツダ防府工場はこれ
からも地域の行事に積極的
に参加し地域と共に歩み続
けます。

10月20日、JR防府駅～防府天満宮の約3Kmにわたり西日本最
大規模の「愛情防府フリーマーケット」が開催され、防府工場・お取
引先さまからも約500名が参加します。是非ご来場ください。

2018愛情防府フリーマーケット開催のお知らせ

マツダ財団（理事長 小飼雅道）は、青少年
健全育成事業の一環として、「感動塾・みち
くさ」を、毎年広島市内3か所で開催してい
ます（共催：広島市文化財団）。
「感動塾・みちくさ」は、日常生活の中で、
ふと立ち止まり、道端にある草花や石にも
感動する気持ちを大切にしてほしいとの願
いを込めて命名されたものです。子どもた
ちが、学校や家庭を離れて初対面の友達と

2泊3日の共同生活を行い、身近な生活の中
にあるものを題材として創意工夫したり、
自然に親しんだりする中で、互いに協力す
ることの大切さを知り、未知なる物への興
味を喚起することで科学や技術への関心を
高めることを目的としています。1998年
から実施しており、定員の3倍以上の応募
がある人気イベントです。今年も8月に実
施され、多くの笑顔に出会えました。

02 「　  感動塾・みちくさ」を開催しました

5月15日、マツダは国内生産累計台数
5,000万台を達成し、それにともない5月
28日、防府工場にてお取引企業さま、協力
企業の皆さまをお招きして、記念セレモ
ニーを行いました。

1931年10月に三輪トラックの生産を開

始して以来、86年7ヵ月での国内生産累計
5,000万台達成になります。
また、マツダと株式会社にしき堂は、コ
ラボレーション商品「マツダ国内生産累計
5,000万台記念パッケージ もみじ詰合せ」
を発売しました。この商品は、マツダの歴
史を彩る5台の名車のサイドビューをデザ
インしたオリジ
ナル化粧箱に、
にしき堂の代表
的な商品である
「生もみじ」（4
個）と「もみじ饅

頭」（4個）を詰め合わせています。また、同
封しているカードには、両社の思いを込め
たメッセージと、化粧箱に描かれている名
車と「シークレットカー」の計6台のうち、
いずれか1台のデザイン画が描かれていま
す。販売価格は1,000円（税込）で、にしき
堂　光町本店、直営店、にしき堂オンライン
ショップなどでお求めになれます。
マツダは、次世代技術と次世代デザイン
を採用した商品の量産を2019年から開始
する予定であり、お客さまにタイムリーな
商品提供ができるよう、今後も生産体制の
さらなる拡充を継続して進めます。

03 国内生産累計5,000万台を達成しました

三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンター（8月21日～23日）

「第43回三次きんさい祭」／
「第38回庄原よいとこ祭」

各地の夏祭り

「夏の幸せますフェスタ2018防府おどり」



COMMUNITY & PRODUCTS

マツダは、東日本大震災被災児童自立支
援プロジェクト「Support Our Kids」の趣
旨に賛同し、第8回海外ホームステイプロ
グラムにおけるフランスおよびオーストラ
リアでのホームステイを支援しました。
震災により被災した子どもたちの自立の
支援と東北の復興を担うリーダーの育成を
目的とするこのプログラムは、各国の駐日
大使館をはじめ、多くの方々のご支援のも
と、海外ホームステイや大使館内での異文

化交流などに取り組むものです。
フランスでのステイに参加した9名の中
高生は、ル・マン24時間レース見学のほか
レーシング・カート体験走行などを行い、運
転を通じて得られる楽しさを肌で感じた様
子でした。
マツダは、過酷な戦いに挑戦し続ける人々

との出会いや交流から、あきらめない気持ち
の大切さを感じ取り、チャレンジ精神の育成
に役立てていただきたいと考えています。

04 マツダ、東日本大震災被災児童自立支援プロジェクトを支援

マツダは、ガソリンエンジン「SKYACTIV- 
G 1.3」を進化した「SKYACTIV-G 1.5」に
代えることで「ゆとりのあるスムーズな走
り」を追求した、「マツダ デミオ」改良モデ
ルと、上質な大人の世界観を表現した特別
仕様車「Mist Maroon（ミスト・マルーン）」
を、8月30日に発売しました。
今回の商品改良では、ガソリンエンジン

「SKYACTIV-G」搭載車に新技術を導入する
とともに、排気量を1.3Lから1.5Lに拡大。
日常のさまざまな走行シーンで「ゆとりの
あるスムーズな走り」の実現を目指しまし
た。また、フロントウインドウには、紫外線

等を遮断する「スーパーUVカットガラス・
IRカットガラス」を採用、運転時の快適性を
向上しています。ガソリンエンジン車を中
心にこれら改良を加えながら、車両本体価

格は従来並みにしています。
 特別仕様車「Mist Maroon（ミスト・マ

ルーン）」は、個性的なインテリアデザイン
を特徴とする「Style Collection（スタイル
コレクション）」シリーズの特別仕様車第6
弾として設定。洗練された色と素材にこだ
わり、上質な大人の世界観を表現しました。
ドアトリムや助手席前のインパネ、シート
に肌触りのよいグランリュクス®（スエード 
調人工皮革）を、さらにシートには肌触り
のよいキルティングを採用。また、ディープ
レッドとブルーグレーステッチによる対照
的で個性的な配色を施しています。

07 「マツダ デミオ」を商品改良

マツダは7月27日、パシフィコ横浜（神
奈川県横浜市）で開催された「キッズエン
ジニア2018」に参加しました。キッズエン
ジニアは、ものづくりや科学技術に興味を
持ってもらうことを目的としたイベント
で、多数の自動車メーカーや部品メーカー
などが参加しています。今回は、小学3～
6年生を対象とした「チャレンジ！プログ
ラミング―ロボットを自在に動かせるか

な？」をテーマに約70名の子どもたちに参
加していただきました。はじめにプログラ
ミングの仕組みについて、マツダの工場で
動いているロボットを例に説明。続いて、
クルマ型のロボットとPCを使って、プログ
ラミング体験。参加した子どもからは、「ロ
ボットは正確にプログラムを入力すると考
えた通りに動くことがわかった」「楽しかっ
た」などの感想が寄せられました。

05 「キッズエンジニア2018」で子ども向けプログラミング教室を実施しました

マツダ デミオ特別仕様車
「XD Mist Maroon（ミスト・マルーン）」

マツダは、小型オープンスポーツカー「マ
ツダ ロードスター」および「マツダ ロード
スター RF」に人馬一体感を高めた進化し
たガソリンエンジンを搭載するとともに、
特別仕様車「Caramel Top（キャラメル・
トップ）」を新たに「マツダ ロードスター」
に設定して、7月26日に発売しました。
今回の商品改良により、先進安全技術

「i-ACTIVSENSE」の多くの装備を全機種
標準化することで、マツダはスポーツカー
も含めた、国内で販売する主要7車種すべ
てにおいて経済産業省や国土交通省などが
普及啓発を推進する「安全運転サポート車」

の「サポカーS・ワイド」に該当することと
なりました。
走行性能では、「ロードスター RF」に搭

載するガソリンエンジン「SKYACTIV-G 
2.0」は、トルク特性を大幅に見直し、回転
系部品の軽量化、高性能化に合わせたエ
ンジンサウンドの変更などにより、高い
加速度のまま、よどみなく吹き上がる軽
快かつ爽快な伸び感を提供します。「ロー
ドスター」に搭載するガソリンエンジン
「SKYACTIV-G 1.5」は、改良により、気持
ちの良い加速感はそのままに、より人間の
感覚にあった走りを実現しています。

特別仕様車「Caramel Top」は、ブラウン
色の幌と、新色スポーツタンのレザーシー
トを備えたインテリアを採用し、これまでの
ロードスターとは一味違う個性的で上品な
カラーコーディネーションとなっています。

06 「マツダ ロードスター」「マツダ ロードスター RF」を商品改良

「マツダ ロードスター」特別仕様車「Caramel Top」
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■ 資本金 2,839億5,711万2,262円
（2017年10月2日現在）

■ 従業員数 23,157名
（2018年8月1日現在）

■ 国内生産累計台数 50,207,046台
（2018年7月末現在）

■ 国内販売会社数 220社
（2018年9月1日現在）

■ 国内販売店舗数 978店舗
（2018年9月1日現在）

■ 海外ディストリビューター数 141社
（2017年3月末現在）

■ 2018年7月の生産・販売状況

台　数 前年同期比（%）

国内生産 58,179 69.1
海外生産 46,940 96.4
国内販売 15,516 89.2
輸　出 52,621 73.2

08 「AUTOMOBILE COUNCIL 2018」へ出展しました

マツダは、「ひろしま自動車産学官連携推
進会議（以下、ひろ自連）」のエネルギー専門
部会活動の一環として、株式会社ユーグレ
ナ（以下、ユーグレナ社）と、「ひろ自連」が
共同で進める、自動車用次世代バイオ燃料
の普及拡大に向けた広島での実証事業計画
「ひろしま“Your Green Fuel”プロジェク
ト」に参画します。
「ひろ自連」は、化石燃料に代わるカーボン
ニュートラルな自動車用燃料の地産地消モ
デルの構築を目指しており、一方、ユーグレ

ナ社は2020年に向けた国産バイオジェッ
ト・ディーゼル燃料の実用化計画（以下、「国
産バイオ燃料計画」）に取り組んでいます。両
者はエネルギーと自動車の分野を超えた協
業により、次世代バイオ燃料の実証事業計
画を推進していくことで合意しました。
本プロジェクトでは、ユーグレナ社が推
進する「国産バイオ燃料計画」と連携し、
カーボンニュートラルな次世代バイオ燃料
の原料製造・供給から利用に至るまでのバ
リューチェーン全体を地域で支える地方創

生モデルを構築することを目指し、次世代
バイオ燃料の普及拡大に努めます。具体的
には、広島において、微細藻類由来の油脂や
家庭や企業から排出される使用済みてんぷ
ら油などを原料としたバイオ燃料をつく
り、乗用車等で使用する取組みを、2020年
を目途に開始する計画です。また、事業者が
排出したCO2などを活かした微細藻類の培
養に加え、微細藻類残渣を用いた農・畜・水
産向け肥料・飼料の研究などについても可
能性を検討してまいります。

09 マツダ、「ひろしま“Your Green Fuel”プロジェクト」への参画について

3年連続となる広島東洋カープのセント
ラル・リーグ優勝、誠におめでとうございま
す。
球団本拠地「MAZDA Zoom-Zoomスタ
ジアム広島」での優勝決定は、広島の街を活
気づけ、人々を勇気づけるものと感じてい
ます。マツダはカープのクライマックスシ
リーズ突破と日本シリーズ制覇の実現にお
力添えできるよう、引き続き全力で応援し
てまいります。
その一環として、10月17日から「MAZDA 

Zoom-Zoomスタジアム広島」で開催され
る「セントラル・リーグ クライマックスシ
リーズ ファイナルステージ」の冠協賛をす
ることにしました。これに伴い大会正式名

称は、「2018マツダ クライマックスシリー
ズ セ ファイナルステージ」となります。
今後もマツダは、お客さまとの間に特別
な絆を持ったブランドになることを目指し、
カープのようにファンの期待に応え愛され
る存在となるよう努力してまいります。

11 祝・カープ　セントラル・リーグ3連覇！

マツダは、サウジアラムコ社（Saudi Aramco）
および国立研究開発法人産業技術総合研究所
（以下、産総研）と、内燃機関の効率化とCO2排
出量低減の有効性の検証に関する共同研究を
開始すると発表しました。この研究では、サウ
ジアラムコ社が燃料採掘から精製過程でより

低CO2排出となる燃料を開発し、マツダと産総
研はその燃料を使用する高効率なエンジンに
関する研究開発を行います。この取り組みによ
り、クルマのライフサイクル全体を視野に入れ
るWell-to-Wheelの視点での効果的なCO2低
減技術の開発などの成果が期待できます。

10 マツダ、サウジアラムコ社および産総研との共同研究開始を発表 DATA FILE

マツダは、8月3日より3日間、幕張メッ
セ（千葉市美浜区）で開催された「AUTO 
MOBILE COUNCIL（オートモビル カウン
シル）2018」に、コンパクトハッチバック
の歴史をテーマに出展しました。
「AUTOMOBILE COUNCIL」 は、2016
年に初めて開催されたヘリテージカーの祭
典であり、日本に自動車文化の創生を図る
ことを目的としたイベントです。「日本に自

動車文化を育みたい」という共通の想いを
持つマツダは、3年目も引き続き出展しま
した。
マツダブースでは、一世を風靡した赤い 

XG こと5代目「ファミリア」、ラリー・モン
テカルロに出場した「323 4WD」ラリー
カーや、昨年公開したばかりの「マツダ 魁 
CONCEPT（マツダ カイ コンセプト）」など
を展示し、それぞれの車に込めたマツダの

想いや、搭載された革新的な技術を、マツダ
社員自ら説明員としてお客さまに直接紹介
させていただきました。

マツダ ファミリア（左）、マツダ 魁 CONCEPT（右）


