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メルセデス・ベンツ A クラス特別仕様車

2015 年 11 月 26 日
カ ス タ マ イ ズ ド バージョン

エディション グ リ ー ン

「A 180 Customized Version」「A 180 Edition Green」
シ ュ ポ ル ト フォーマティック モ ー タ ー ス ポ ー ツ エディション

「A 250 SPORT 4 MAT IC Motorsport Edition」を発表
・

メルセデス・ベンツ日本初の WEB カスタマイズモデル「A 180 Customized
Version」

・

特別外装色エルバイトグリーンが鮮やかな「A 180 Edition Green」

・

F1 マシンのデザインを取り入れた「A 250 SPORT 4MATIC Motorsport Edition」

メルセデス・ベンツ日本株式会社（社長：上野金太郎、本社: 東京都港区）は、メルセデス・
ベンツ「Aクラス」の特別仕様車「A 180 Customized Version」、「A 180 Edition Green*」、
「A 250 SPORT 4MATIC Motorsport Edition」を発表し、Aクラス特設ウェブサイトを通じて
本日より注文受付を開始します。（「A 180 Customized Version」、「A 250 SPORT 4MATIC
Motorsport Edition」は本日より2016年3月31日までの期間限定で注文受付、「A 180
Edition Green」は全国限定30台にて本日より発売）
*A 180 Edition GreenはAクラス特設ウェブサイトおよび全国のメルセデス・ベンツ正規販売店を通じて注文受付します。
A 180 Customized Version
メルセデス・ベンツ日本として初めて、WEBカスタマイズモデル「A 180 Customized Version」を
販売します。「A 180 Customized Version」は、「A 180」をベースに、メルセデス・ベンツ正規
販売店でお選びいただける内外装色やオプション装備の他、ウェブ限定の内外装色や、パ
ッケージオプションに含まれる装備を個別にお選びいただけるなど、お客様のお好みに
合わせた仕様にすることができる特別仕様車です。
「A 180 Customized Version」限定アクセサリーとして、新型Aクラスのマーケティング活
動のキャラクターであるテクノポップユニットパートナーであるPerfumeの世界観を表現し
たメルセデス・ベンツ 「A-Class × Perfume デザインアートステッカー」を全国限定30セット
販売します。このステッカーをボディに貼ることで、自分だけの「Perfume Edition」が完成
します。
本特別仕様車の注文はAクラス特設ウェブサイト「The new A-Class WEBカスタマイズ
サイト」経由のみとし、2016年3月31日までの期間限定で受付します。受注生産後、ご注
文時にお選びいただいたメルセデス・ベンツ正規販売店よりお客様へ納車します。
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A 180 Edition Green
「A 180 Edition Green」は、「A 180」をベースに、本特別仕様車専用の外装色エルバイト
グリーンにブラックとグリーンの2トーンレザーツインの内装を組み合わせるとともに、
グリーンも選択できるマルチカラーアンビエントライトも備えた、随所にグリーンが際立つ
限定車です。足元には本特別仕様車専用デザインの18インチ5スポークアルミホイール
を採用しています。レーダーセーフティパッケージやベーシックパッケージも標準装備
しました。本特別仕様車の注文はAクラス特設ウェブサイト経由で受付し、全国限定30台
にて販売します。
A 250 SPORT 4MATIC Motorsport Edition
「A 250 SPORT 4MATIC Motorsport Edition」は、FIA F1 TM世界選手権で2014年と2015年
の2年連続コンストラクターズチャンピオンとドライバーズチャンピオンを獲得したメルセデス
AMGペトロナスF1チームのマシンデザインを取り入れた特別仕様車です。専用のリア
スポイラーや専用ブラックペイント19インチAMGマルチスポークアルミホイールを装備し、
さらに前後のバンパートリムの随所にペトロールグリーンペイント仕上げを採用、ホイールの
リムフランジも同色としました。また、リアスポイラーやドアミラーにもペトロールグリーン
のハイライトをあしらっています。ボディカラーには、カルサイトホワイト、コスモスブラック、
ポーラーシルバー、マウンテングレーの4色を設定しています。
インテリアは、クライメートコントロールノズルのリングをペトロールグリーンとしたほか、
同じくペトロールグリーンのコントラストステッチを施すなど、ディテールを強調しています。
ブラックレザーツインのスポーツシートや、シートベルトにもペトロールグリーンの装飾
ストリップを施しました。
本特別仕様車の注文はAクラス特設ウェブサイト「The new A-Class WEBスペシャルサイト」
経由のみとし、2016年3月31日までの期間限定で受付します。受注生産後、ご注文時に
お選びいただいたメルセデス・ベンツ正規販売店よりお客様へ納車します。なお、年内に納
車可能な1台を外装色ポーラーシルバーにて用意しました。この1台はスペシャルサイト上で
11月26日～12月6日の期間限定で注文受付し、応募多数の場合は抽選で購入者を決定します。
これらの本特別仕様車にも、新車購入から3年間走行距離無制限の一般保証･メンテ
ナンスサービスと24時間ツーリングサポートを無償提供する総合保証プログラム「メルセ
デス・ケア」が適用されます。さらに、メルセデス・ケア終了後の有償の保証延長プログラム
として、一般保証および24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、
4、5年目のメンテナンスサービスにおいて、初回車検時および4年目の点検や定期交換
部品、消耗品の交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス*」をご用意しています。
* 新車登録日から59ヶ月後の応当日の前日または総走行距離75,000km到達時のいずれか早い時点で終了となります。

The new A-Class スペシャルサイト： http://www.aclass-next-stage-with-you.jp/
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名称

A 180 Customized Version

ステアリング

右

受付期間

2015年11月26日~2016年3月31日

外装色

ジュピターレッド
カルサイトホワイト
サウスシーブルー
コスモスブラック
ノーザンライツブラック
ポーラーシルバー
マウンテングレー
オリエントブラウン
designoマグノマウンテングレー

無償

￥66,000

￥270,000

ブラック（レザーツイン）
内装色
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無償

ブラック（本革）

レザーシート

ナッツブラウン（本革）

オプション

サハラベージュ/ブラック（本革）
 レーダーセーフティパッケージ

に含む

・ブラインドスポットアシスト
・ディストロニック・プラス
・・PRE-SAFE®
・レーンキーピングアシスト

￥199,000

 レザーシートオプション
・本革シート
・メモリー付フルパワーシート[前席]
・アンビエントライト(マルチカラー)
・電動ランバーサポート[前席]

￥400,000

 ベーシックパッケージ
・メモリー付フルパワーシート［運転席］
・電動ランバーサポート［前席］
・クライメートコントロール（左右独立調整）
・サングラスケース
・アームレスト［後席］
・アンダーシートボックス
・カップホルダー［後席］
・シートバックポケット
・トランクスルー機能
・12V電源ソケット［ラゲッジルーム］

オプション
装備

￥250,000

 ベーシックパッケージ付レザーシートオプション
￥600,000

・レザーシートオプションを含む
・ベーシックパッケージを含む







harman/kardon®ロジック７サラウンドサウンドシステム
パノラミックスライディングルーフ（挟み込み防止機能付）
16インチホイール
17インチホイール
専用デザインアートステッカー

メーカー
希望小売価格

￥3,260,000

( )内は消費税抜き

(￥3,018,519)

￥120,000
￥157,000
￥30,000
￥50,000
￥200,000

車両本体価格

*上記の価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用は含まれておりません。また｢自動
車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格です。
販売店が価格は独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。
*本特別仕様車は受注生産モデルのため、注文受付より約半年後の納車となります。
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名称

A 180 Edition Green

ステアリング
外装色

右
エルバイトグリーン（メタリック）

内装色

ブラック（レザーツイン）

販売台数





特別装備





30台
レーダーセーフティパッケージ
・ブラインドスポットアシスト ・ディストロニック・プラス
・PRE-SAFE®
・レーンキーピングアシスト
ナイトパッケージ
・ クローム付ハイグロスブラックルーバー
ブラックダイヤモンドグリル
・ ハイグロスブラックトリム［フロントバンパー］
・ ブラックドアミラー
・ ハイグロスブラックウインドウライントリム
ベーシックパッケージ
・ メモリー付フルパワーシート［運転席］
・ 電動ランバーサポート［前席］
・ クライメートコントロール（左右独立調整）
・ サングラスケース ・ アームレスト［後席］
・ アンダーシートボックス［前席］
・ カップホルダー［後席］ ・ シートバックポケット
・ トランクスルー機能 ・ 12V電源ソケット［ラゲッジルーム］
・ リバースポジション機能付ドアミラー［助手席］
アンビエントライト（マルチカラー、ウェルカムファンクション機能付）
専用18インチ5スポークアルミホイール
専用レザーツインシート（グリーンハイライト入）

メーカー
希望小売価格

￥3,850,000

( )内は消費税抜き

(￥3,564,815)

車両本体価格

*上記の価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用は含まれておりません。また｢自動
車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格です。
販売店が価格は独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

A 180 Edition Green
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名称

A 250 SPORT 4MATIC Motorsport Edition

ステアリング

右
ポーラーシルバー / カルサイトホワイト
マウンテングレー / コスモスブラック

外装色
内装色

ブラック（レザーツイン）

販売期間

2015年11月26日~2016年3月31日








特別装備









AMG デザインフロントバンパー（ ペトロルグリーンライン付）
AMG デザインリアスカート（ ペトロルグリーンライン付）
ブラックペイント 19 インチ AMG マルチスポークアルミホイー
ル（ ペトロルグリーンライン入）
AMG リアスポイラー
AMG フロアマット（ ペトロルグリーンステッチ入）
ナイトパッケージ
・ハイグロスブラックルーバーシルバーダイヤモンドグリル
・ハイグロスブラックトリム［フロントバンパー］
・ブラックドアミラー（ペトロルグリーンライン付）
・ブラックウインドウライントリム
レザーDINAMICA シート（ペトロルグリーンライン&ステッチ
入）
レザーARTICO ダッシュボード（ペトロルグリーンステッチ入）
DINAMICA ドアパネル
アンビエントライト（マルチカラー、ウェルカムファンクション
機能付）
アームレスト（ペトロルグリーンステッチ入）［前席］
シートベルト（ペトロルグリーンライン付）［前席・後席左右］
ペトロルグリーンリング付クライメートコントロールノズル

メーカー
希望小売価格

￥5,960,000

( )内は消費税抜き

(￥5,518,519)

車両本体価格

*上記の価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用は含まれておりません。また｢自動
車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格です。
販売店が価格は独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。
*本特別仕様車は受注生産モデルのため、注文受付より約半年後の納車となります。

A 250 SPORT 4MATIC Motorsport Edition
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