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「smart BRABUS」を発表
・「smart」のスポーティさを追求したアーバンスポーツカー「smart BRABUS」
エ クスクルーシブ

・「smart BRABUS Xclusive limited (fortwo/ cabrio/ forfour)」を期間限定で発売
・「smart BRABUS forfour Xclusive」をラインアップ追加
テ ー ラ ー

メ ー ド

・カスタムオーダープログラム「 tailor made」、「smart BRABUS tailor made」の導入
・smart BRABUSアクセサリーを発売
メルセデス・ベンツ日本株式会社（社長：上野金太郎、本社: 東京都品川区）は､
メルセデス生まれのシティコンパクトsmartのスポーティさを追求した「smart BRABUS
Xclusive limited (fortwo/ cabrio/ forfour)」、「smart BRABUS forfour Xclusive」を発表し、
全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じ本日より注文受付を開始いたします。
なお、「smart BRABUS Xclusive limited (fortwo/ cabrio/forfour)」は本日から2017年3
月まで期間限定で注文受付を行い、「smart BRABUS forfour Xclusive」は2017年5月
以降の発売になります。
「smart BRABUS」は、最小限のボディサイズに最大限の利便性、快適性、安全性、
環境適合性を凝縮したメルセデスのシティコンパクトsmartをベースに、そのコンセプトである
スポーティさとデザイン性をより追及した究極のアーバンスポーツカーです。
＜smart BRABUS 共通の主な特長＞
・BRABUS専用直列3気筒ターボエンジン：燃圧を2バール高めるとともに空気供給量の
最適化 を図 り、最高 出力80kw/109PS(ター ボ モデル比 +14kw/+19PS)、最大 トルク
170Nm(ターボモデル比+35Nm)を発生し最高速度はfortwo/cabrioモデルは165km/h、
forfourモデルは180km/hを達成。これまでのスマートモデルの中で最大出力/トルクとなり、
fortwo/cabrioでは0-100km/h加速9.5秒（ターボモデル比-1.8秒）、forfourでは10.5秒（タ
ーボモデル-1.4秒）を実現しており、サーキットなどスポーツ走行時でも高いパフォーマンスを
発揮します。*社内参考値
ツ イ ナ ミ ッ ク

・BRABUS専用6速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）「twinamic」および専用機能：
ノーマルモデルに対してシフトスピードを最大40%向上するとともに、ギア比を改変して
パフォーマンスを向上。さらに、停止状態からの加速を最大化させる「レーススタート機能」を
装備しています。
・BRABUSパフォーマンススポーツサスペンション：サスペンションの硬さを20%上げ（ターボ
モデル比）、フロントアクスルに設定したアンチロールバーによりロールを9%減少。専用の
チューニングを施したESPⓇ（エレクトリック・スタビリティ・プログラム）を採用し、スポーティな
ドライブフィールを実現しています。
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・BRABUS専用ダイレクトステアリングシステム：路面状態がよりダイレクトに伝わる専用
チューニングを施した車速感応型の可変ギアレシオステアリングを採用。リターントルクを高め、
より強くタイヤグリップ感をドライバーに伝えることでステアリングフィールを向上しています。
・BRABUS専用装備: 以下の専用装備を内外装に設定しており、smart BRABUSのスポ
ーティでダイナミックな個性を主張しています。
〈外装〉
・BRABUS“Monoblock IX”8ツインスポークアルミホイール
・BRABUSスポーツエグゾーストシステム＆ツインクロームエグゾーストエンド
・BRABUSフロントスポイラー
・BRABUSエンブレム［フロント、リア］
・BRABUSリアスカート
・“Xclusive”エンブレム
・BRABUSリアディフューザー（マットグレー）
〈内装〉
・BRABUSエクスクルーシブ本革スポーツシート［前席］（グレーステッチ入）
・BRABUSコックピットクロック＆レブカウンター
・BRABUSエクスクルーシブダッシュボード
・BRABUSメーターパネル（3.5インチTFTディスプレイ付）
・BRABUSシフトノブ（アルミ＋本革）
・BRABUSパーキングブレーキハンドル（アルミ＋本革）
・BRABUSベロアマット（BRABUSロゴ入）
・BRABUSスポーツステアリング（ナッパレザー、グレーステッチ入、高さ調節機能付）

＜smart BRABUS Xclusive limited (fortwo/ cabrio/ forfour)＞*期間限定モデル
「smart BRABUS Xclusive limited (fortwo/ cabrio/ forfour)」は、2人乗りの「fortwo」、
fortwoのオープントップモデル「cabrio」、4人乗りの「forfour」の3つのボディタイプに導入した
期間限定モデルです。スポーティさとエクスクルーシブ性を兼ね備えたBRABUS専用装備を
3モデル全てに採用しています。
また、3モデルそれぞれの個性にあわせて、フロントグリル、ボディパネル、トリディオンセーフ
ティセルのカラーをワントーンに設定しており、fortwoはホワイト、cabrioはマットグレー、
forfourはレッドを設定しています。
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＜smart BRABUS forfour Xclusive ＞*ラインアップモデル
スマートのラインアップに「smart BRABUS forfour Xclusive」を追加しました。フロントグリル
とトリディオンセーフティセルにはグラファイト（グレー）を設定し、さらに内外装にBRABUS専用
装備を設定したスポーティかつエクスクルーシブなモデルです。ボディカラーには、新色である
グラファイト、ヘーゼルブラウンを含めた9色を用意しました。

＜「tailor made」プログラム＞
smart BRABUSの導入に際して「tailor made」および「smart BRABUS tailor made」を同
時に導入します。
「tailor made」は、smart BRABUS (fortwo/ cabrio/ forfour)*をベースに、ボディカラー、ト
リディオンセーフティセル、フロントグリルのカラーを自由にカスタマイズ頂けます。fortwoでは96
通り、forfourでは116通り、cabrioではソフトトップのカラーも選択できるため480通りの組み
合わせが可能です。
＜「smart BRABUS tailor made」プログラム＞
smart BRABUS fortwo/cabrioに設定される「smart BRABUS tailor made」は、エクステリ
アでは、ボディパネル、トリディオンセーフティセル、フロントグリル、アルミホイール等の色を自
由に選択可能で、スポーティさをより強調し存在感を高めるBRABUSデザインのバンパー／
サイドスカート等もご用意しています。さらに、インテリアには、シートやステアリング、ステッチ
の色やパターンまで自由に設定頂けるプログラムになります。smart-BRABUS社ドイツ本国
のクラフトマンシップをご体験いただける“フル”カスタムオーダープログラムです。なお、本プロ
グラムは、2017年春以降に受付の開始を予定しています。
「smart-BRABUS社」は、smartとBRABUSの合弁会社であり、BRABUSのエンジニアが開
発に携わり、個性を求めるお客様にこれまで全世界で60,000台以上の車両を提供してき
ました。「smart BRABUS tailor made」は、お客様のこだわりを細部にまで反映し、世界に1
台のsmartをオーダー頂けます。
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なお、「tailor made」および「smart BRABUS tailor made」の詳細は以下のホームページ
をご参考ください。
：http://www.smart-j.com/brabus/index.html
＜smart BRABUSアクセサリー＞
今回のsmart BRABUSの発表にあわせて、「BRABUSアクセサリー」をご用意しました。
BRABUS専用のアクセサリーとしては、BRABUSのブランドロゴを刻印したステップカバー、パド
ルシフト、スポーツペダル、マットグレーの17インチアルミホイールなど、内外装をさらにエクスク
ルーシブな個性を際立たせるアイテムを揃えております。
さらに、ノーマルモデルであるスマートフォーツー専用のアクセサリーとして、迫力ある外観に
仕上げるBRABUS エクステリアキットや、スマート フォーフォー/フォーツー/カブリオ用のBRABUS
ハンドブレーキ、BRABUSインテリアキットなど、BRABUSの世界観を演出するアクセサリーを
幅広くご用意しています。
＜サービスプログラム＞
なお、smart BRABUS には、無償の付帯サービスとして「メルセデス・ケア smart」が導
入されております。一般保証（3 年間）と運転中の万一のトラブルの際に現場に駆けつけお
客様をサポートする 24 時間ツーリングサポート（3 年間）を無償提供し、お客様の安全・安
心なスマートライフをサポートするサービスです。また、有償サービスとして新車登録から 3
年目までのメンテナンスプログラム「smart メンテナンス」、メルセデス・ケア smart 終了後の
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」、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
目の点検と定期交換部品の交換をパッケージでご提供する「smart メンテナンス プラ
ス」をご用意しています。さらに 3 年目以降 24 時間ツーリングサポートを 2 年間延長する
「ツーリングサポート・プラス」もご用意しています。*メーカー指定点検整備（法定 2 年点検／1 年点
検にメルセデス・ベンツ日本が指定した点検項目を加えた点検整備）を指します。メンテナンスインジケーターが走
行距離もしくは経過期間により時期をお知らせします。

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。
モデル
smart BRABUS
fortwo Xclusive
limited
smart BRABUS
cabrio Xclusive
limited
smart BRABUS
forfour Xclusive
red limited
smart BRABUS
forfour Xclusive

ステア
リング

エンジン

右

0.9L 直 3
ターボ

￥2,970,000

(￥2,750,000)

期間限定

右

0.9L 直 3
ターボ

￥3,270,000

(￥3,027,778)

期間限定

右

0.9L 直 3
ターボ

￥3,170,000

(￥2,935,186)

期間限定

右

0.9L 直 3
ターボ

￥3,120,000

(￥2,888,889)

カタログモデル

メーカー希望小売価格
( )内は消費税抜き車両本体価格

販売形式

*上記のメーカー予定小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車
両本体価格です。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。価格は販売店が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。
* 「tailor made」、「smart BRABUS tailor made」をご利用の場合は、内容により価格が変動します。詳しくは各
販売店にお問い合わせ下さい。
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