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 ２０１８年１０月２９日 

 

マツダ、2018年 9月および 4月～9月の生産･販売状況について（速報） 
 

マツダ株式会社の 2018年 9月および 4月～9月の生産･販売状況の概況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ. 生産 

台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%)

79,603 -7.8 455,673 -1.5 709,748 +1.2

977 +17.7 5,772 +9.9 8,549 +8.3

80,580 -7.5 461,445 -1.4 718,297 +1.3

43,053 -13.7 275,392 -1.6 429,004 -1.3

3,793 +18.9 20,011 -0.1 28,728 -7.4

46,846 -11.7 295,403 -1.5 457,732 -1.7

122,656 -9.9 731,065 -1.5 1,138,752 +0.2

4,770 +18.6 25,783 +2.0 37,277 -4.2

127,426 -9.1 756,848 -1.4 1,176,029 +0.1

国内生産

グローバル生産

2018年1月～9月

乗　用　車

商　用　車

合　　　計

2018年4月～9月
内　　　訳

2018年9月

乗　用　車

商　用　車

合　　　計

海外生産

合　　　計

乗　用　車

商　用　車

 
注1） 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース（CKD を除く）。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。 

注2） グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。 

 

１．国内生産 

（1）2018年 9月 

乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました（－7.5％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ：   34,784台  （前年同月比＋1.2％） 

「アクセラ」 ：   11,117台  （同－35.9％） 

「CX-3」 ：   12,525台  （同－1.0％） 
 

（2）2018年 4月～9月 

乗用車が減となり、前年同期実績を下回りました（－1.4％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ：  198,818台  （前年同期比＋3.5％） 

「CX-3」 ：   67,453台  （同＋3.5％） 

「アクセラ」 ：   66,785台  （同－21.1％） 
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２．海外生産 

（1）2018年 9月 

乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました（－11.7％）。 

 

【主要車種実績】 

「アクセラ」 ： 17,646台 （前年同月比－18.3％） 

「デミオ」 ： 7,955台  （同－8.3％） 

「CX-5」 ： 4,219台 （同＋9.4％） 
 

（2）2018年 4月～9月 

乗用車と商用車がともに減となり、前年同期実績を下回りました（－1.5％）。 

 

【主要車種実績】 

「アクセラ」 ： 120,091台   （前年同期比＋0.9％） 

「デミオ」 ：  55,185台   （同＋13.8％） 

「CX-4」 ：  29,923台   （同－5.4％） 
 
 

Ⅱ. 国内販売 

台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%)

20,630 -2.8 91,021 +8.1 155,555 +5.2

2,206 -13.1 11,710 -2.9 18,119 -2.8

18,908 -3.5 81,824 +7.0 139,984 +3.8

3,928 -5.8 20,907 +5.7 33,690 +6.5

22,836 -3.9 102,731 +6.7 173,674 +4.3

内　　　訳
2018年4月～9月2018年9月 2018年1月～9月

商　用　車

乗　用　車

登　録　車

軽 自 動 車

合　　　計

国内販売

 
（1）2018年 9月 

乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました（－3.9％）。 

シェアは、登録車が 6.1％（前年同月差－0.1 ポイント）、軽自動車が 2.2％（同－0.2 ポイント）、総合計は

4.7％（同－0.1ポイント）でした。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 5,017台 （前年同月比＋10.2％） 

「デミオ」 ： 4,639台 （同－13.3％） 

「CX-8」 ： 2,478台  

 

（2）2018年 4月～9月 

乗用車が増となり、前年同期実績を上回りました（＋6.7％）。 

シェアは、登録車が 5.2％（前年同期差＋0.4 ポイント）、軽自動車が 2.3％（同±0 ポイント）、総合計は

4.1％（同＋0.2ポイント）でした。 

 

【主要車種実績】 

「デミオ」 ： 22,067台 （前年同期比－6.2％） 

「CX-5」 ： 16,919台 （同－1.1％） 

「CX-8」 ： 14,041台  
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Ⅲ. 輸出 

台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%)

58,816 -14.8 376,990 -4.9 586,856 +1.5

17,080 -22.1 134,109 -8.4 214,057 +5.5

12,899 -41.8 96,978 -14.0 148,717 -7.7

6,938 +2.6 38,075 -5.9 58,016 -2.1

21,899 +20.3 107,828 +11.3 166,066 +7.0

58,816 -14.8 376,990 -4.9 586,856 +1.5

2018年4月～9月
内　　　訳

2018年9月 2018年1月～9月

合　　　計

輸　　出

北　　　米

欧　　　州

オセアニア

そ　の　他

乗　用　車

 
（1）2018年 9月 

北米、欧州などの減により、前年同月実績を下回りました（－14.8％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 28,716台   （前年同月比－4.3％） 

「アクセラ」 ： 9,326台 （同－22.0％） 

「CX-3」 ： 9,122台   （同－23.2％） 
 

（2）2018年 4月～9月 

北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同期実績を下回りました（－4.9％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 178,804台 （前年同期比＋2.0％） 

「アクセラ」 ： 59,615台 （同－20.3％） 

「CX-3」 ： 58,969台 （同＋0.6％） 
 

  以 上 

 


