


GLC ＆ GLC クーペカタログ掲載内容一部変更のお知らせ

メルセデス・ベンツ日本株式会社
詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

対象車種：Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC（SUV）、Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ
・上記対象車種に、無償オプションとして設定されている「ツインカラー20インチAMGマルチ
スポークアルミホイール〔フロントタイヤ：255/45R20／リアタイヤ：285/40R20〕」が標準
装備へ変更となります。それに伴い、標準装備として設定されていた「ツインカラー21インチ
AMG5ツインスポークアルミホイール〔フロントタイヤ：255/40R21／リアタイヤ：285/35R21〕」
は廃止となります。

●「アルミホイール」の仕様変更について〔カタログ 62-63ページ／Data Information 6、8ページ〕

〈変更後〉〈変更前〉

対象車種：全車種
・上記対象車種に搭載される「機能装備」の名称が下記のように変更になります。また、メーターパネル内の「マルチファンクションディスプレイ」の名称表示も同様に変更になります。

●「機能装備」の名称変更について〔カタログ 16-21、23、42ページ／Data Information 5、7ページ〕

対象車種：GLC 200（SUV）、GLC 220 d 4MATIC（SUV）、GLC 200 クーペ
・上記対象車種に標準装備の「4ウェイパワーシート」が「8ウェイパワーシート」へ変更となります。
　「8ウェイパワーシート」は、バックレスト前後、シート前後、シート前側の上下、シート後部の上下を電動調整できます。

●「パワーシート」の仕様変更について〔カタログ 53ページ／Data Information 6、8ページ〕

セーフティ

アクティブパーキングアシスト（縦列・並列駐車）

ディストロニック・プラス

ステアリングアシスト

PRE-SAFE®ブレーキ（歩行者検知機能付）

BASプラス（飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス）

変更前

ツインカラー21インチ
AMG5ツインスポークアルミホイール
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AMGマルチスポークアルミホイール
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パーキングパイロット（縦列・並列駐車）

ディスタンスパイロット・ディストロニック

ステアリングパイロット

アクティブブレーキアシスト（歩行者検知機能付）

変更後
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対象車種：全車種
・上記対象車種に、「Mercedes me connect」が新たに設定されます。
　また、GLC 350 e 4MATIC スポーツ／GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツでは、「プレエントリーエアコンディショニング」をスマートフォンから操作できる「リモートセットアップ」が可能です。
　「24時間緊急通報サービス」「24時間故障通報サービス」につきましては、納車時からご利用可能です。それ以外の機能・サービスにつきましては、8月中旬頃からサービス提供開始予定です。
　「Mercedes me connect」の機能・サービスの内容につきましては、別紙をご参照いただくか、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

●「Mercedes me connect」の新規設定について

メルセデス・ベンツ日本株式会社
詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

■カタログ掲載内容の変更

対象車種：全車種
・上記対象車種の車両本体価格（メーカー希望小売価格）を下記のように新価格に改定いたします。また、サービスプログラム価格については、価格改定はありません。

●「車両本体価格」の改定について〔Data Information 3-4ページ〕

車両本体価格

消費税抜き価格

6,020,000円
5,574,074円

6,420,000円
5,944,445円

6,330,000円
5,861,112円

6,880,000円
6,370,371円

7,500,000円
6,944,445円

7,070,000円
6,546,297円

7,740,000円
7,166,667円

8,780,000円
8,129,630円

8,780,000円
8,129,630円

〈改定後〉
〔Data Information 3ページ〕

〔Data Information 4ページ〕

Price List -GLC-

Price List -GLC Coupé-

GLC 200 GLC 250 4MATIC
スポーツ

GLC 220 d 4MATIC 
スポーツ（本革仕様）

GLC 220 d 4MATIC
スポーツGLC 220 d 4MATICGLC 200

スポーツ
GLC 250 4MATIC

  スポーツ（本革仕様）
GLC 350 e 4MATIC

スポーツ
Mercedes-AMG
GLC 43 4MATIC

車両本体価格

消費税抜き価格

6,320,000円
5,851,852円

6,720,000円
6,222,223円

7,180,000円
6,648,149円

7,800,000円
7,222,223円

8,040,000円
7,444,445円

9,080,000円
8,407,408円

9,150,000円
8,472,223円

※車両本体価格は、消費税率8％を加えた消費税込みの価格となります。
※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金（消費税を除く）、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
※販売価格の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。

GLC 200
クーペ

GLC 220 d 4MATIC
クーペ スポーツ（本革仕様）

GLC 220 d 4MATIC
クーペ スポーツ

GLC 200
クーペ スポーツ

GLC 250 4MATIC
クーペ スポーツ（本革仕様）

GLC 350 e 4MATIC
クーペ スポーツ

Mercedes-AMG
GLC 43 4MATIC クーペ

価格

価格



あなたとメルセデスがつながって
生まれる、新しい「安心」。

スマホとクルマがつながって
生まれる、新しい「快適」。

24時間「緊急通報」「故障通報」サービス

いつでも、どこからでも、

専門のオペレーターがトラブル対応をサポート。

駐車位置検索

駐車したクルマの場所が

スマホの地図ですぐに見つかる。

スマホとクルマがつながって
生まれる、新しい「快適」。

Send2Car（センド・トゥ・カー）

スマホから、

ナビの目的地を簡単に設定できる。

スマホとクルマがつながって
生まれる、新しい「快適」。

リモートドアロック＆アンロック

どんな遠い旅先からも、

自宅の愛車のロックを確認・開閉できる。

メルセデスから始まる、
 デジタル・カーライフ。

クルマがインターネットと出会うことで、便利や安心がさらに広がる、メルセデス・ミー・コネクト。

あなたとメルセデスが、いつもつながり続けることで、今までにないデジタル・カーライフが生まれます。

さあ、クルマとの新しい関係を、体感してください。

メルセデス・ミー・コネクトのご利用には、
Mercedes meウェブサイトでのユーザー登録が必要です。
新規ユーザー登録はこちらから。

Mercedes meウェブサイト  http://www.mercedes-benz.jp/member/

メルセデス・ミー・コネクトの機能や詳しい内容については
こちらをご覧ください。

http://www.mercedes-benz.jp/mercedes-me/catalog/glc/



Safety

Comfort

あなたとメルセデスがつながって

生まれる、新しい「安心」。

スマホとクルマがつながって

生まれる、新しい「快適」。

24時間緊急通報サービス

車内のSOSボタンを押す、またはエアバックが開いたり、シートベルト
テンショナーが作動するなど、クルマが事故を検知したときでも、
車両の位置情報とともに自動でコールセンターにつながります。
救助が必要な場合には、あなたに代わってコールセンターが消防に
連絡します。万一の事態に、より迅速に対応することができます。

無料でご利用いただける期間：10年

24時間故障通報サービス

クルマが走行不能になるなどのトラブル発生時に、車内の故障通報
ボタンを押すと、メルセデスのツーリングサポートに連絡できます。
現場での応急処置や車両のけん引、運転者や同乗者の移動などを
オペレーターが手配＊します。困った状況でスムーズなサポートが
受けられます。

無料でご利用いただける期間：10年＊

※写真・イラストはイメージであり、実際の車両と異なる場合があります。※「Mercedes me アプリ」に対応するiPhone（iOS）、またはAndroid（Android OS）のスマートフォンのシステム要件について詳しくは、メルセデス・
ベンツ正規販売店にお問い合わせください。※Mercedes me connectでのアプリ使用などによる、スマートフォンのデータ通信にかかる費用（通信費など）はお客様のご負担となります。※ご利用いただけるサービスは
順次更新されます。最新のサービス一覧については、Mercedes meウェブサイトをご確認ください。※無料利用期間以降のサービスのご利用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

＊：3年間のメルセデス・ケア終了後は、けん引など、24時間ツーリングサポートのオペレーターが手配する
　 サービスは有償となります。保証プラス（有料）にご加入いただければ、引き続き2年間無償となります。
　 詳しくは、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

※24時間緊急通報サービスのご利用にはボッシュサービスソリューションズ㈱とのご契約が必要です。

リモートドアロック&アンロック

クルマから離れたところにいても、スマート
フォンで施錠状況が確認できます。
さらにスマートフォンで、施錠／解錠が
できます。クルマをロックし忘れて離れて
しまったときなどに便利です。

無料でご利用いただける期間：3年

駐車位置検索

駐車した車両の位置を、Mercedes me
アプリなどの地図上に表示できます。
ショッピングモールなどの大きな駐車場
を利用したときや、旅行先の不慣れな
土地で駐車したときなどに安心です。
無料でご利用いただける期間：3年

Send2Car

行きたい場所のデータをスマートフォンからCOMAND
システムのナビゲーションに送り、目的地を設定
できます。どこからでも簡単に目的地設定ができる
ため、乗車後スムーズに出発できます。

無料でご利用いただける期間：3年
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