CLASS

Coupe/Cabriolet

R171

'

CLASS

C209
A209
ボディサイズ
（カブリオレ）
全長＿4660mm
全幅＿1740mm
全高＿1435mm（1415mm）
車重＿1550〜1630kg（1750kg）
トランク容量＿386R（233〜327R）

ボディサイズ

小柄ながらもエレガントな4シーター
基本コンポーネンツをセダンと共用しながら

ブリオレも設定され、こちらもメルセデス唯一

優雅な2ドアクーペとして独自の個性が与えら

のリアシートを持つオープンカーとして人気が

れたモデル。それだけに4ドアセダンほどでは

高い。B ピラーを持たないことで乗員全員が

ないとはいえ居住性にも優れており、大人4 人

開放感にあふれたドライブを楽しむことができ

が快適にドライブを楽しめる空間が確保され

る。ゆったりとした時間が欲しい方に最適なモ

ている。また電動開閉式ソフトトップを持つカ

デルだ。

クーペ発売＿2002.4
カブリオレ発売＿2003.5

仕様変更＿2004.8

限定車＿2006.9

登場。スポーティな外観に違わず軽快な走り

用のため、今も大きなアドバンテージとなって

を得意としており、スポーツカーとしてのクーペ

いる。専用ガレージはなくともオープカーを安

と開放感のあるオープンカーの、1 台で2 度お

心して所有できるようにしたS L Kは、歴史に名

いしいモデルとして人気が高い。先鞭を付けた

を残すモデルたりえる。

「SLK200コンプレッサー エディション10」
限定50台

限定車＿2004.11

「CLK200コンプレッサー AMG スポー
ツエディション」限定250台

されるBMW Z4やポルシェ・ボクスターが非採

限定車＿2007.8

サスペンション／ステアリングギア比設
定変更。ダッシュボード意匠変更。

内外装意匠変更
（フロントグリル／スポ
イラー、アクティブライト、アクティブヘッ
ドレスト採用 等）
「CLK 350」
「CLK 350カブリオレ」追加。

「SLK280」

オープンの2 代目で、現行モデルは2 0 0 4 年に

限定車＿2006.9

追加＿2003.10

仕様変更＆追加＿2005.9

追加＿2005.8

その電動開閉式メタルトップは、ライバルと目

「SLK200コンプレッサー スポーツエデ
ィション」限定250台
「SLK350 AMGスポーツエディション」
限定100台

「CLK 200コンプレッサー」

限定車＿2005.3

「SLK350」

バリオルーフを採用した画期的な2シーター

「SLK200コンプレッサー」

「CLK 320カブリオレ」

「CLK デジーノbyジョルジオ・アルマーニ」
限定30台。ベースはCLK500カブリオレ。

発売＿2004.9

1台で2通り楽しめるスポーツクーペ

追加＿2006.2

「CLK 240」
「CLK 320」

「CLK 200コンプレッサー アバンギャル
ド リミテッド」限定250台

全長＿4090mm
全幅＿1810mm
全高＿1300mm
車重＿1420〜1490kg
トランク容量＿185〜277R

流麗なクーペをも上回るエレガントなスタイルを実現したカブリオレ。
ルーフを開けた状態でもラゲッジルームの容量は233R確保される。

機能的にまとめられたインストゥルメント・パネル。写真
のブラック基調以外にベージュなども選ぶことができる
ので、ボディカラーともども悩んでみてはいかがだろう。

前後のオーバーハングが短いスポーティなサイドビュー。男性はもち
ろん、女性が乗ってもサマになる秀逸なデザインだ。もちろんルーフ
を閉めても絵になる。

CLK 200 コンプレッサー アバンギャルド＿608万円

SLK200コンプレッサー＿562万円

直4DOHC 1795cc スーパーチャージャー
184ps／25.5mkg 10・15モード燃費 11.2km/R

直4DOHC 1795cc スーパーチャージャー
163ps／24.5mkg 10・15モード燃費 10.8km/R

CLK 350 アバンギャルド＿821万円

SLK280＿626万円

V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.7km/R

V6 DOHC 2996cc 231ps／30.6mkg
10・15モード燃費 9.8km/R

CLK 350 カブリオレ＿885万円

SLK350＿735万円

V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.7km/R

V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 9.3km/R

CLK350 カブリオレ

SLK200
コンプレッサー

1.8R直4スーパーチャージャーでも充分だが、どうせなら優雅に走れる3.5R
がオススメ。ボディは実用性を犠牲にしていない点を買ってカブリオレ。

他のメルセデスとはひと味違うスパルタンな印象の
インパネ。ステアリングも小径であり、ホールド性に
優れたシートや機能的な操作系もあって、小気味よ
い走りを楽しめる。

重量の軽い直4ユニットならではの走りが他にはないスポーティさを演出。逆に
GTテイストを求めるならば、V6搭載車のパワフルかつ重厚な走りがオススメだ。

仕様変更＿2007.5
「CLK 200コンプレッサー アバンギャル
ド」の1.8R直4エンジンをパワーアップ。
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サーティファイドカー・インフォメーション
残念ながらセダンほどの流通量はないものの、じっくり探せばお気に入りの1台を見つけ
300万円〜 ることができるだろう。一般的にクーペモデルは排気量の大きなほうに人気が集まるが、
CLKも例外ではなく320や350のほうが探しやすい。ちなみにV6搭載車はレザーシートも標準装備。

サーティファイドカー・インフォメーション
グレードによって明確にキャラクターが異なるが、探しやすいのはモデルライフの長い
350だろう。ボディカラーによる人気の差も大きく、黒や白は20万円ほど高価になるケー
スも珍しくない。同様にオプションのAMGスポーツパッケージも人気が高い。

450万円〜

051

歴代モデル

W210
1995〜2002年

CLASS
Sedan

W211

新時代を象徴する個性的な丸目4灯で登場し
た意欲作。前期モデルは直6を、後期モデル
は新設計のツインスパークV6を搭載する。質
感の高まった後期型のほうが圧倒的に人気
が高い。

最も売れているEセグメントセダン
Cクラスと並ぶメルセデスきってのボリューム

て7段ATの7Gトロニックを組み合わせて走りと

ボディサイズ

セラー。先代から引き継いだ個性的な丸目4灯

経済性を両立させているほか、左ハンドルのみ

全長＿4850mm
全幅＿1820mm
全高＿1485mm
車重＿1660〜1820kg
トランク容量＿495〜505R

ヘッドライトや柔らかい印象を与える丸みを帯び

だが安定性に優れた4WDも選べる。また欧州

たラインが、流麗かつスポーティな印象を与え

では販売の50％以上を占める、環境性に優れ

てくれる。ボディサイズの割に小回りが効くこと

た新世代ディーゼルを他に先駆けて導入したの

も人気の秘訣で、狭い日本でも取り回しに苦

も特筆事項。良好な燃費に加えて圧倒的なト

労しないことも魅力だろう。ドライバーはもちろ

ルクは新鮮な魅力であり、静粛性も高水準にあ

ん後席に乗っても快適な乗り心地が確保され

る。もちろん継続して車検が取れる排ガス性能

ているほか、長距離ドライブでも疲労が少ない

を持っている。マイナーチェンジで設定されたア

など、セダンとして必要とされるほぼ全てを高い

バンギャルドSは日本専用であり、エンジン以外

水準で満たしている。エンジンは2.5R のV6か

はほぼA M G 仕様というグレード。スポーティな

ら5.5RV8まで幅広いラインナップ。FR車は全

内外装で満足度の高い買い得仕様だ。

発売＿2002.6
「E240」
「E320 アバンギャルド」
「E500
アバンギャルド」

仕様変更＿2003.11
「E 5 0 0 アバンギャルド」に7 段A T「7 G
TRONIC」搭載。

追加＿2003.11
「E320 4MATICアバンギャルド」

追加＿2005.2
「E350アバンギャルド」
「E350 4MATIC
アバンギャルド」

仕様変更＿2006.8

E320 CDI アバンギャルド＿848万円

限定車＿2007.5
追加＿2007.8
「E250」

追加＿2007.12
「E320CDIアバンギャルド」
新長期
（平成17年）
排出ガス規制適合車

E300アバンギャルドS＿775万円

V6 DOHC ディーゼルターボ 2986cc
211ps／55.1mkg 10・15モード燃費 ― km/R

E350アバンギャルド＿839万円
V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.6km/R

E350 4MATICアバンギャルド＿883万円
V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.5km/R

「ニュークリーンディーゼルCDI」

1976〜1984年
デビュー直後はキャブレター仕様も設定されて
いた、横長グリル＆ヘッドライトを採用したミデ
ィアムセダン。クーペボディも存在しており、セ
ダン／ワゴン共々根強い人気を誇っていた。

国産車メーカーに先駆けて日本に導入した最新ディーゼル
がこのE320CDI。メルセデスの先見性と環境性、そして企
業ポリシーを如実に表すモデルということができる。排ガ
スも最新基準に適合して、継続して車検を受けられる性能
を持つ。むろんかつてのディーゼルの「遅い・うるさい」
とい
ったイメージもしっかりと改善されており、始動直後こそノイ
ズの大きさを感じるものの、走りだせば全く気にならないレ
ベルだ。また特筆すべきはその分厚いトルクで、なんと
5.5RV8をもしのぐ55.1mkgを発生。高回転までは回りは
しないが、圧倒的な動力性能でとにかく速い。

W114／115

E350アバンギャルドS＿889万円
V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.6km/R

E550アバンギャルドS＿1060万円
V8 DOHC 5461cc 387ps／54.0mkg
10・15モード燃費 7.4km/R

E300
アバンギャルドS
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過剰な装飾に走らず、すっきりした印象をキープしているリアビュー。やわらかな曲線基調のせいで気づきにくいが、見た目より
もずっと全高が高く居住性に優れる。乗る人の利便性にこだわった、プレミアムでありながら実用性をないがしろにしていない
実力派セダンの代表格といえる。

V6 DOHC 2996cc 231ps／30.6mkg
10・15モード燃費 9.1km/R

「E320 CDI リミテッド」限定280台

今だ絶大な人気を誇る金字塔的モデル。も
ちろん装備は最新モデルに及ぶことはない
が、精密な機械の生み出すその乗り味はファ
ンの心を捉えて離さない。圧倒的な動力性能
の500Eも大人気。

W123

E300＿693万円

バイキセノンヘッドライト、アクティブヘッド
ライト、アクティブヘッドレスト採用。E350
系に本革シート標準装備。
「E280」追加。

追加＿2006.8

1984〜1995年

E250＿640万円

仕様変更＆追加＿2005.8

「E300」
「E320 CDIアバンギャルド」追加。
「アバンギャルドS」登場。

W124

V6 DOHC 2496cc 204ps／25.0mkg
10・15モード燃費 9.0km/R

V6 DOHC 2996cc 231ps／30.6mkg
10・15モード燃費 9.1km/R

内外装意匠変更
（フロントグリル、ステア
リング等）
。コーナリングライト、アダプテ
ィブブレーキ採用。

やわらなかな曲線が印象的だが、機能的にまとめられているダッシュボード。メーターパネルには速度計／回転計に加えて大径
の時計が組み込まれており、ビジネスマンズ・エクスプレスとしての一面を見せている。シートもサポート性に優れ、カーナビも
全車に標準とするなど装備も非常に充実している。

320CDIもオススメなのだが、長距離は乗らないという方にはこちらを推薦。レザーシ
ートをはじめ装備が充実しておりルックスも良い。一番の買い得モデルといえる。

サーティファイドカー・インフォメーション
2002年から導入されているため、300万円台前半から検討できるうえ、外
330万円〜800万円 観や装備の変更が少なくどのモデルを選んでも満足できるだろう。予想
に違わず台数が多いのは圧倒的にシルバーであり、人気の高い黒や白はすぐに売れてしまううえ、価格も
20万円程度の違いが見られる。また06年にアバンギャルドSが登場するまで設定されていたスポーツパッ
ケージ車も人気が高く、やはり高価な傾向だ。いずれの仕様もディーゼルや4WD以外は流通量が安定し
ているので、ボディカラーさえこだわらなければぴったりの1台に巡り会えるだろう。逆にアバンギャルドS
や4WD仕様は流通量が少ないので、探すには時間がかかると思ったほうがよさそう。

1968〜1976年
メルセデス・ベンツ初のコンパクトモデルとし
て人気の高かった1台。そのためこの年代の
クルマとしては驚くほど多数が現存しており、
今でも極上車の類が少ないながらも見つけら
れる。
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歴代モデル

S210
1995〜2003年

CLASS

丸目4灯が個性的な、新世代メルセデスを代
表するモデル。水平に伸びた長いラゲッジル
ームは抜群の積載性を誇った。セダンと同じ
く前期型は主に直6を、後期型はV6を搭載。
今なら100万円台でも入手可能。

Station Wagon

S211
ボディサイズ
全長＿4885mm
全幅＿1820mm
全高＿1505mm
車重＿1800〜1920kg
トランク容量＿615〜1895R

発売＿2003.8
「E240」
「E320 アバンギャルド」

追加＿2003.11
「E320 4MATICアバンギャルド」
「E500
アバンギャルド」

追加＿2005.2
「E350アバンギャルド」
「E350 4MATICア
バンギャルド」

仕様変更＆追加＿2005.8
バイキセノンヘッドライト、アクティブヘッ
ドライト、アクティブヘッドレスト採用。
「E280」追加。

仕様変更＿2006.8
コーナリングライト、アダプティブブレーキ
採用。パークトロニック、自動開閉テール
ゲート標準装備。内外装意匠変更
（フロ
ントグリル、ステアリング等）
。

追加＿2006.8
「E 3 0 0 」
「 E 3 5 0 アバンギャルド S 」
「E320CDIアバンギャルド」
「E550アバ
ンギャルドS」

追加＿2007.2
「E350アバンギャルド」追加

限定車＿2007.5
「E320 CDIリミテッド」限定120台

追加＿2007.8
「E250」追加

追加＿2007.12
「E320CDIアバンギャルド」
新長期
（平成17年）
排出ガス規制適合車
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世界最高クラスの上質ワゴン
セダンから遅れること約1年、2003年から販

06年より新世代V6の2.5Rを積んだE250が登

売が始まったEクラスワゴン。先代と同様にセ

場。静粛性や燃費も向上し、エントリーグレード

ダンのルーフを伸ばしただけのようなスタイリン

ながら非常に充実した内容を持っている。また

グだが、
リアハッチは若干角度が付けられており、

セダンと同様に5.5R のV8やディーゼルエンジ

スポーティな雰囲気はもちろん、空力特性も大

ン、さらに4 W D 仕様など豊富なラインナップも

幅に向上させている。気になる積載性は、後席

魅力であり、価格とのバランスにも優れることか

の2：1ダブルフォールディング式分割可倒が採

らどれを選んでも後悔することはないだろう。1

用されてフラットな荷室となるほか、電動開閉式

台で全てをまかなうならこれ以上最適なモデル

のテール ゲートで 使 い 勝 手も良 好 。最 大で

を見つけるのは難しいかもしれない。プレミアム

1895R もの空間が得られる、クラストップレベ

性はもちろん、使い勝手や動力性能、そして環

ルの使い勝手を誇っている。 05年まではエン

境性能などすべてにおいて高水準なのがこのE

トリーグレードとしてE240が発売されていたが、

クラスのステーションワゴンなのだ。

ラゲッジルームはフラットでスクエアで開口部が広いという、荷物が非常に積みやすい空間。フロア下にも大きな収納スペー
スが隠されている。おまけに開く高さをメモリーしておける電動テールゲートも採用されているので、小柄な方でも使い勝手に
不満は感じないだろう。まさに至れり尽くせりのプレミアム・ステーションワゴンである。

S124
1985〜1995年
セダンと同様に異例とも思える高人気が続く
モデル。エマージェンシーサイズながら折り畳
み式の3列目シートの設定もあることから、ミニ
バン的な使い方にも対応する。マルチに使え
る1台だ。

S123

E250ステーションワゴン＿696万円

1976〜1985年
メルセデス初となる量産ステーションワゴン。
そのエレガントなフォルムが人々のハートを掴
み、おしゃれなシティビークルとしても人気を博
した。むろんがっちりとした作り込みにより今
だ実力も色褪せていない。

V6 DOHC 2496cc 204ps／25.0mkg
10・15モード燃費 9.0km/R

E300ステーションワゴン＿745万円
V6 DOHC 2996cc 231ps／30.6mkg
10・15モード燃費 9.1km/R

E320 CDIステーションワゴン アバンギャルド＿886万円
V6 DOHC ディーゼルターボ 2986cc
211ps／55.1mkg 10・15モード燃費 ― km/R

E350ステーションワゴン アバンギャルド＿877万円
V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.5km/R

E350 4MATICステーションワゴン アバンギャルド＿921万円
V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.5km/R

E350ステーションワゴン アバンギャルドS＿927万円
V6 DOHC 3497cc 272ps／35.7mkg
10・15モード燃費 8.5km/R

サーティファイドカー・インフォメーション
前期モデルなら400万円前後から選べる状況にある。しかしセダンよりも
流通量が少なく、装備などにこだわると選びにくくなるのが残念だ。また
セダンと同様に黒や白、スポーツパッケージは場合によっては新車時以上に価格が開く。人気仕様は予
約が必要な状況だ。特にアバンギャルドSや4WD仕様は見つけるのも難しい状況で、セールス氏と予算
や納期を相談しながら探すしかないといえる。逆にいうならば、高く買っても高く売れるので買い得。ちな
みに人気のサンルーフは全モデルに、レザーシートは350以上に標準。グレードにより左ハンドルの設定
もあるが、中古車市場では右ハンドルの人気のほうが高い。

400万円〜850万円

E550ステーションワゴン アバンギャルドS＿1090万円
V8 DOHC 5461cc 387ps／54.0mkg
10・15モード燃費 7.4km/R

E320CDI

いまだFRのイメージが強いメルセデスだが、驚くほどの走行安定性を誇る4WDの開発にも力を入れている。通常は2輪（後
輪）駆動でステアリングへの干渉を防ぎ、センターデフでいざというときに前輪を駆動させて車体を安定させるシステムだ。横
滑り防止装置のESPなどとの協調制御によって優れた走行性能を実現する、全天候型ワゴンと呼べる実力を持つ。セダンと
同様に、ランニングコストを抑えられる320CDIもラインナップ。

長距離を走ることを考えると何よりも経済性の高さがうれしい。荷物満載でも充分以
上のトルクで、しかもセダンと比べて40万円弱しか差がなくバーゲンプライスといえる。

055

