地上で最高の乗り物と崇拝し、
5台の 跳ね馬 を乗り継ぐモータージャーナリスト。
特権階級の人だけではなく、よりたくさんの人に
フェラーリの魅力を知ってほしいと願うショップの社長さん。
ランチア・テーマ8.32を足にしている小誌・編集長。
3人は口を揃えて言う。フェラーリ？
欲しければ買いなさい！

フェラーリは夢じゃない！買ってしまえばなんとかなる！？
清水 この348tb、628万円ですか？ それにし

野田

そもそも、なぜフェラーリだったのですか。

ェラーリの相場も落ち着いてきたじゃないです

すよ。ものすごく崇高なものに触れるために教

清水草一

ても安くなりましたね。実は初めて買ったフェラ

清水

出版社に在籍していた頃、漫画家の池

か。で、気がついた。あっ、現金でフェラーリを

会にいくような。というか、修業ですね。348tb

自動車評論家

ーリがこれの90年式だったんです。

沢さとし先生の担当を務めていたんです。ある

買えるって。31歳のときでした。

のドライバーズシートは真冬の滝つぼ。

成瀬

日、彼の所有するテスタロッサを数百メートルだ

成瀬 よく決心されましたね。

野田

います。

け運転させてもらう機会があって。いまでもよー

清水

り換えたんですよね。

清水 もう普通の人にも手の届く価格帯なんで

く憶えています。89年の新青梅街道（笑）。僕

い。それだけですよ。クルマ好きがクルマを買う

清水 それは……、さらに重たい十字架を背負

すね。僕は93年に購入していますが、諸経費込

はその頃、国産のスポーツカーを大事に乗って

時って、そんなものでしょう。小難しいことまで

いたくなったわけ
（笑）
。

みで1163万2800円でしたよ。

いたのですけれど、フェラーリを体験してからは

考えないもの。

野田

328になると500万円台で狙えますから

もうどうでもよくなっちゃった。つまり、フェラーリ

成瀬

ね。で、UCGは言いたいわけです。フェラーリ

以外のクルマはみんなハイエースといっしょだと

すか？

野田

は夢のクルマではないと。今日は入門者の背中

悟った。それで、日産ADワゴンに乗り換えた

清水 それがですね、うれしいというよりも、すご

リを買うケースって多いんですか。

（笑）
。だから、しばらくの間はちゃんとしたクルマ

く重たい気持ちでしたよ。348tbのボディが十字

成瀬

を買わなかったんです。

架に見えていた
（笑）
。いわゆる罪悪感でしょうね。

るお客様も多いです。

ーマンでも買っちゃえばなんとかなるもんですよ。

野田

すると、お金が貯まりますよね。

だから、2週間に1度くらい首都高速や箱根を走

清水

経験者の僕が言うんだから間違いない。

清水

そうなんですよ。バブルも弾けて中古フ

るくらい。少なくとも楽しむという感覚じゃないで

るわけだから、僕らの若い頃に比べればローン

V8モデルの中では、特に買い得だと思

を押すような話にしていこうと考えています。
清水
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なるほど。結論から言っちゃうと、サラリ

決心というか、どうしてもフェラーリがほし

納車されてきた時の気持ちを憶えていま

× 成瀬健吾 × 野田義彦
コレツィオーネ社長

小誌編集長

でも、5年半後には、V12の512TRに乗

サラリーマンこそ乗るべき！
実際、普通の会社勤めの方がフェラー

少なくありません。長いローンを組まれ

328や348だと500〜600万円台で買え

037

ワーとボディサイズが手ごろなので、法定速度

なったとしても、損はしないと思いますしね。

野田

根本的に異なるわけですね。

内で楽しめますよ。ただし、それだと修業になら

清水

そうそう、ローンと言ってもフェラーリの

8.32なんて、外角ギリギリで、しかもワンバウン

野田

の新車は570万円するわけですから。

成瀬

ないですかね（笑）
。

場合は郵便貯金みたいなもの。その大冒険は

ドになるフォークみたいものですね。清水草一

スボードを見ないで選べ！ってことですね。

清水

必ず成功するように筋書きができているんです。

式「失敗しないクルマ選び」からは、かなりハズ

清水

ほしいと思っているのなら、買うべき！

れています。

な買い方は絶対ダメ。フェラーリは、本当にほし

野田

清水 あれっ、8.32でしたっけ？

いモデルにいったほうが幸せになれる。長いロー
ンを組んだとしても、絶対に後悔しませんから。

なんて楽勝でしょ。

野田

野田

まっ、そうですよね。例えば、日産フーガ

モンディアルを日常使いしているお客様

国産車にそれだけのお金を払うのはもっ

もけっこういるのですが、それでも毎年三桁万円

たいない。328を買って、ファミリーカーはADワ

のメインテナンス・コストがかかる個体なんてほ

ど真ん中を狙え！

ゴンにしておけばいい。

とんどありませんよ。

清水

成瀬

たしかに、500万円台の328には引き合

いが集中します。

ベストV8フェラーリは？

野田

野田

ただし、維持費というでっかいおまけが

ところでお二人は、初めてのフェラーリと

僕らがあれこれ言うことをあまり気にしな

でも、1000万円くらいが相場のF355っ

すると、僕が乗っているランチア・テーマ

不幸になった人を僕は見たことがない。
中古フェラーリ購入のポイントは、プライ

安いからこっちのモデルにしとくか、みたい

いで、とにかくど真ん中を狙ってほしい。外角低

て、一般の会社員の方にはいくらなんでも高す

野田

めのスライダーみたいなハズシ技は、ベテラン

ぎやしないですか？

れど
（笑）
。

Text：野田義彦／Photo：丸山博人

になってからでいいでしょ。せっかくフェラーリを

清水

清水

取材協力＝コレツィオーネ世田谷店
Tel.03-5758-7007

いや、いいの。中古車って、
「このクルマ

はい。いま修理で工場に入っていますけ

車両価格も手ごろで、セダンで使いやす

付いてくるのがフェラーリと言われていますが。

してどのモデルを勧めますか？

買うのだから価格を見て「ひるむな！」
ということ

がこれくらいの価格で手に入るっておいしいな」

いからつい毎日乗っちゃうわけでしょ。そういう

清水

それは間違った神話ですよ。5台のフェ

清水 とりあえず現行型より360以前のモデル

です。1000万円のF355にド〜ンといってもらい

と、触手を伸ばすわけでしょ。でも、その程度の

のはダメだって
（笑）
。8.32もフェラーリなんだか

清水草一

ラーリを乗り継いできましたが、そんなに故障す

がいい。430には操る難しさとか厳しさみたい

たい。

クルマじゃ人生は変らない。男を磨き、男として

ら足に使うと壊れるでしょ？

るクルマじゃない。僕は年間4500kmくらいしか

なものがないから、男の修業にならないです。

野田

の格を上げるためのクルマなんだから、
「えっ！

成瀬 しかも編集長の場合、8.32は2台目
（笑）
。

走りませんが、たいしたメインテナンス・コストは

野田

としてもですか。

1000万円のフェラーリ！俺には絶対無理」
、そう

清水 ウソッ！ なんで？
（笑）
。その、2台の車両

かかりませんよ。

清水 いや、F355だと思います。すごくコストパ

清水

感じるクルマに挑戦するべきです。すると自分の

価格＋メインテナンス・コストを計算すると、程

成瀬 そうですね。毎日乗って年間1万kmなんて

フォーマンスが高いクルマですよ。360モデナは

ちに追い込んでこそ男は磨かれていくんですよ。

中にいろんな現象が起きるはず。

度のいい328や348が買えたはずですよね。

大手出版社に勤めていた31
歳の頃に348tbを購入。以来、
512TRを2台、F355、360モ
デナと乗り継いでいる。フェラ
ーリを題材にした著書も多い。
フェラーリは開運カー、フェラ
ーリ様のお陰で明日のご飯が
食べられると言うモータージャ
ーナリスト。

使いかたをするといろいろ出てくるでしょうけれど。

最高だけれど、操縦性が空力の面でものすごい

会社勤めの方にとっては、フェラーリを買うなん

成瀬

野田

成瀬健吾

ジキルとハイド なクルマなのでファースト・フ

て人生最大の冒険かもしれない。それもまた修

からね。迷っているのなら、2年間だけのつもり

よ。それもまた人生。

むクルマです。だから、日頃は眺めるだけにして、

ェラーリには 不 向きかもしれない。その 点 、

業。フェラーリ様によって男の格が上がっていく

で乗ってみるとか。それだと、気も楽になってく

清水

あまり乗らないほうがいい
（笑）
。

F355ならパーフェクトじゃないかな。

んです。

るでしょう。

な。まっ、変わり者はほっといて、話を進めましょう。

成瀬

成瀬

僕は価格帯と乗りやすさのバランスか

成瀬 フェラーリはリセールバリューが高いです

清水 そうですよ。ショップの社長も言うんだか

野田 なんと……。

ら、328をお勧めしたいですね。エンジンのパ

から、もし事情があって手放さなければならなく

ら間違いない。

清水 とにかく、ど真ん中のフェラーリを買って

清水

フェラーリは、走りすぎるとものすごく傷

たしかに、距離に比例したメインテナン

ス・コストがかかってきます。
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毎日使ったほうが調子のいい実用車とは

すると360モデナになるのでしょうか。

ローンを組んでギリギリの生活になった

いいですね〜、そういうの。自らを崖っぷ

一度所有してみないと何も始まりません

ご名答。でも僕は8.32がいいわけです

なるほど、ど真ん中も人それぞれってことか

いまやイタ・フラ車専門ショッ
プの新勢力となったコレツィオ
ーネのイケメン社長。フィアッ
ト・パンダやルノー4からフェラ
ーリ360モデナ、マセラーテ
ィ・クアトロポルテまで幅広い
車種を揃える。フェラーリは
328を所有していたことがある。
夢はランチア・ストラトス。
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