ゲンロク 2018年5月号（毎月26日発売）
3月26日発売 No.387 第33巻第5号

5
960Yen

2018
MAY
No.387
特別
定価

特別付録 小冊子
『CHEVROLET』

マクラーレンの衝撃

マクラーレン・セナの全貌／720S＆570Sスパイダー徹底解剖

フェラーリ・ポルトフィーノの真価
ジュネーブを彩った最新スーパースポーツ
600psモンスターサルーン対決！

BMW M5／メルセデスAMG E63S／BMWアルピナB5ビターボ

GENROQスーパーカー同乗試乗会の募集開始！
スーパーカー／NSX特選ショップ

CUSTOM CAR

日本のストリートで異彩を放つ

漆黒のブラバス
界中に幾多とあるメルセデス

・チューナーのなかで、ブラ

バスは別格の規模を持つ。テストト
ラックが併設された７万４０００㎡
の敷地には最新鋭のファクトリーが
あり、毎年７５００台以上ものコン
プリートカーが世界中へ向けてリリ
ースされる。メルセデス・ベンツと
密接な関係にあることも明白だ。ひ
とつの代表例な事例として、正規モ
デルとして日本で販売されるスマー
ト・ブラバスが挙げられる。

インナップは、 年代後半から絶え

まま車名とした“スーパーカー”ラ

が下がる。持ちうる最高出力をその

スアップにかける技術と情熱には頭

らかいフォルムに絶妙な塩梅で溶け

ラバスが特に得意とするもの。やわ

ッパーサルーンたるＳクラスは、ブ

では稀有な存在だという。正統派ア

在は、Ｖ ツインターボを搭載した

ることなくリリースされてきた。現
だ。単にスタイリングのまとまりが

込むカーボンの鋭利な造形が個性的

する性能を披露する。

新スーパーカーを一瞬で置き去りに

いざ本気で右足に力を込めると、最

手に対して従順だと評判だ。ただし、

ではあるが扱いやすく、普段は乗り

ートカーが存在する。それらは過激

㎰！）などを筆頭に数々のコンプリ

ロ ケ ッ ト ９ ０ ０（ つ ま り は ９ ０ ０

したのは、もう 年の前のこと。今

ロケットが３６２・４㎞／ｈを記録

ア・ナルドで、ＣＬＳベースの初代

最高速アタックの聖地であるイタリ

率的に仕上げられている。なにしろ

クス性能を発揮するよう強靭かつ効

える速度域で確かなエアロダイナミ

いいだけでなく、３５０㎞／ｈを超

さて、究極中の究極ともいうべき
ブラバスの、そのエッセンスの一部
を切り取って日本でクールに着こな
すかのような２台に出会った。福岡
に本拠を構え、センスのいいカスタ
ムコーディネートを提案するＥＣス
ペックが手がけたもの。ブラバスの
ボディパーツを中心としてまとめら
れたＳクラス（Ｓ５５０）とＧＬク
ラス（ＧＬ５５０）である。全身く
まなく漆黒の様相で、ストリートで
いや、ぱっと見はワルっぽくても、

はワルっぽさが際立っている。
決して下品な雰囲気ではないのがブ
ラバスらしい。同じ黒でも随所で質
感を変えたり、エンブレムにグロス
ゴールドのエンブレムを取り入れた
りと、ＥＣスペックならではの絶妙
Ｓ５５０は前後バンパーやフロン

なコーディネート術も光る。
トフェンダーなど、コンプリートカ
ー用エアロパーツで武装していた。
特にフロントバンパーやカーボン製

ートカー風情ながら、そこにＥＣス

さて、ともにブラバスのコンプリ

ーカーとして最高峰に位置するＨＲ

５５０はアメリカン鍛造ホイールメ

ズのアドバンスポーツとともに組み

３０５／ サイズのピレリ・スコー

チをセットする。タイヤは前後とも

２２

近年はクラシック・プログラムに

では４００㎞／ｈも視野に入ってい

ペックならではのハズし技を効かせ

のリヤディフューザーは、ここ日本

るはずで、そうした超高速領域に耐

よりブラバスらしい造形としてわ

たのがホイールチョイスだった。Ｓ

かりやすいのはＧＬ５５０のほうだ

ＥのＳ１０４の インチが、フロン
ト２４５／ 、リヤ２８５／ サイ

ターフェンダーにマッチする イン

ックにしつつ、張り出したワイドス

イズドブラック、リムをグロスブラ

である。ディスクをショットアナダ

︱

るハイパーフォージドのＨＦ ＬＣ５

鋭の国産鍛造ホイールメーカーであ

合わされていた。ＧＬ５５０には気

３０

名のボディキットが与えられ、ぐっ

ーに用意されるワイドスターという

ろう。冒頭の過激なコンプリートカ

ている。

えうるボディパーツばかりが備わっ

１２

２１

と幅広化している。ブラバスのワイ

３５

ても貴重な存在にも思える。

ッチしたがゆえ、このコワモテがと

情を持つＧＬＳクラスへとバトンタ

クラスは今や現役を退き、優しい表

ドスターの方向性と一致する。ＧＬ

りもモダンなスタイリングが、ワイ

いと再確認する。むしろＧクラスよ

が、ＧＬクラスだって負けてはいな

ドスターと言えばＧクラスが有名だ

させてくれた２台だった。

あらためてそれを日本の地で再確認

使い倒せる美学がブラバスには宿る。

を抱かせない。いかなる環境下でも

していても、乗り手に過度な緊張感

装飾や、または過激な出力性能を有

またブラバスらしい。いかに特別な

中で映えるような存在であることも

だった。気兼ねなく付き合って、街

してガンガン使い倒されているもの

るものではなく、むしろ普段の足と

いた餅のごとく普段は仕舞われてい

この２台はともに、決して絵に描

ディネート術である。

ている。さすがＥＣスペックのコー

全体を俯瞰してみると見事に調和し

使う。こうした大胆な手法ながら、

意されるものの、あえてハズし技を

てもちろんオリジナルホイールが用

なく溶け込ませる。ブラバスにだっ

ておいて、ボディと同系色で違和感

れぞれのフォージドホイールを与え

をいくような存在に、国籍の違うそ

ジャーマンチューナーのど真ん中

ピオンゼロである。

３５

も力を注ぐものの、新型車の取り扱
いを見る限り、彼らのパフォーマン

８０
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EC.SPEC
BRABUS
S-Class&GL-Class
ブラバスのワイドスターキットでオーバーフ
ェンダー化されたGL550。足まわりはiiDの
ロワリングキットで調節し、またGL63AMG
用ブラバス・バルブエキゾーストも備わる。

世
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Check t up

REPORT◉中三川大地
（Daichi Nakamigawa） PHOTO◉井上輝久
（Teruhisa Inoue）

共にブラバスのボディパーツで統一しながら、ホイールだけは他ブ
ランドに変更。S550にはHRE S104の21インチが、GL550にはハイ
パーフォージドのHF-LC5の22インチが組み合わされた。異色のコ
ラボを違和感なくまとめたECスペックのセンスが光る。

フロントバンパー、カーボンフェンダー、カーボンリヤディ
フューザー、バルブエキゾーストなどがブラバス製。コンプ
リートカー用の製品を巧みに組み合わせたS550である。

BODYKIT

と目でそれと分かる強烈な個

性を振りまきながら、メルセ

デスチューナーの大御所としてロリ
ンザーは常に不動の存在だ。良く言
えば洗練され、悪く言えば画一的に
なりがちなエアロメイクの世界にあ
って、まるで大胆不敵、思い切った
しかし、２０１７年のエッセン・

ボディメイクを提案してきた。

京オートサロンに伴って日本上陸を
ムでそっと素性を引き立てる方向へ

るのではなく、むしろ小柄のアイテ

ショーにて初公開され、その後、東
果たした後期型のＳクラスパッケー
と舵を切ったかのようだ。

デッキスポイラー、そしてＲＳ フ

ディフューザー、ルーフおよびリヤ

フロントリップスポイラーにリヤ

ジは、過去のイメージよりもずっと
今回、夜のストリートで対面した

落ち着いた雰囲気を持っていた。
コンプリートカーのベースとなるの

置く気鋭のカスタムショップである

ＡＭＧパッケージ。福岡県に本拠を

は、２０１８年式のＳ５６０ロング

てはいない。ロリンザーのアイコン

はいえ画一的なアプローチに終始し

プリートカーの基本スタイルだ。と

こうしたパーツ構成は、欧州系コン

ォージドというオリジナルホイール。

的存在として認知されるスリットを

ＥＣスペックがまとめたもので、記
全体を俯瞰すると、Ｓクラスらし

備えたフロントフェンダーを始め、

念すべき日本１号車だという。
い風格と洗練された表情を、ロリン

ロリンザーの企業哲学は「自動車

随所に“らしさ”は見え隠れする。
の粋を極める技術力」だという。も

ザーが巧みに底上げしたかのようだ。

ともと大手ディーラーから派生し、

フルバンパータイプのボリューム感
が溢れるエアロパーツや独創的なホ

１９８３年の時点で自動車製造業者
として認可された。以来、己の理想
像を追求したかのようなコンプリー
トカーを造り続けてきた。奇をてら
ったスタイリングありきではない。
メルセデスのクルマ造りを心底理解
し、その上で個性を植え付けてきた。
そうした歴史の中で培われた考え方
と技術があるからこそ、控え目なア
プローチであっても決して没個性に
ならず、ここまで洗練されたコンプ
リートカーができるのだろう。その
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問い合わせ／ロリンザージャパン ☎06-6832-3666 http://www.lorinser.co.jp/
取材協力／EC. SPEC ☎092-406-1414 http://www.ec-spec.jp
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PRICE LIST

23万円
40万円
24万円
13万5000円
12万5000円
39万円
28万5000円
29万5000円

フロントリップスポイラー
フロントフェンダーセット
リヤディフューザー
ルーフスポイラー
リヤデッキスポイラー
リヤマフラー
RS11 FORGEDホイール
9.0J×21インチ
10.5J×21インチ

Mercedes-Benz
S-Class（W222）

フルバンパータイプではなく、敢えてリッ
プタイプで控えめに。とはいえフロントフ
ェンダーセットやスポーティなリヤディフ
ューザーなどがロリンザーらしい。組み合
わされるホイールはRS11フォージド。フ
ロント9.0J、リヤ10.5Jの21インチで、タ
イヤサイズは255/35、295/30となる。

Lorinser

１１

開発スピードを始め、老舗の底力を
感じさせるような逸品である。

最新コンプリートが登場

老舗の哲学

ひ
イールで、大胆なロリンザー調とす

ベースはS560ロングAMGパッケージ。後期型のコンプリート
カーとしては日本1号車だという。様々なブランドを扱いこな
すECスペックが、ロリンザー・フルキットを提案した。
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※価格は税別。

