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 今からロータス、その具体例

editorial design:H.D.O.（堀口デザイン事務所）

ロータスと言えばまずエリートにエラン、ヨーロッパあたりを
思い浮かべてしまう我々世代ではあるが、新世代旗手としてデビューしたエリーゼも
すでに20年近い歴史を刻んで来ている。また、エスプリ一族やFFエランなどもいまや
ひとかどのビンテージ。新旧歴代よりどりみどりのロータスは、いまがその旬。

START YOUR LOTUS LIFE

◎ロータス 岡崎｜ACマインズ
SHOP INFORMATION
住所： 〒444-0931 愛知県岡崎市大和町北組郷中103-1
電話： 0564-32-1748
営業時間： 平日・土曜日 10：00〜20：00
             日曜日 10：00〜19：00
定休日： 毎月曜日、年末年始
URL: http://ac-minds.com/
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◉2004 エリーゼ ◉320万円
●車体色:アーデントレッド●走行約2万9600km●車検31年
4月●ローバー18K 122ps●5速M/T●フェイスレベル・ベンチ
レーション付エアコン●クイックシフト●モケット内装●CDオー
ディオ●ETC●JAEレーシング フロント牽引フック＆ナンバーブ
ラケット

◉2005 エリーゼ111Rツーリング◉420万円
●車体色：サフランイエロー●走行約3万2400km●車検30年
12月●トヨタ2ZZ VVTL-i　192ps●6速M/T●スポーツ
チューニング・ブレーキサーボ付ABS●集中ドアロック&キーレス
エントリー●レザーシート&ドアトリム●対策済みラジエター●CD
オーディオ●ETC

◉2007エキシージS◉520万円
●車体色：アークテック・シルバー●走行約4万4700km●車検
平成30年1月●トヨタ VVTL-i+スーパーチャージャー 220ps●
6速M/T●スポーツチューニング・ブレーキサーボ付ABS●純正
軽量アルミ鍛造ホイール●フェイスレベル・ベンチレーション付エ
アコン●ETC

◉2015 エキシージS V6 ◉760万円
●車体色：パールホワイト●走行約5510km●車検平成30年5
月●トヨタVVT-I V6　3500cc 350ps●6速M/T●APレーシ
ング4ポッドブレーキキャリパー●デュアルエアバッグ●フェイスレ
ベル・ベンチレーション付エアコン●レースパック●ETC

◉2011 エリーゼR ◉520万円
●車体色：ソーラーイエロー●走行約1万8600km●車検31年
11月●トヨタ2ZZ VVTL-i 192ps●6速M/T●スポーツチュー
ニング・ブレーキサーボ付ABS●8スポークアロイホイール●集中
ドアロック＆キーレスエントリー●デュアルエアバッグ●ETC

◉2011 エヴォーラ2シーター ◉520万円
●車体色：レーザーブルー●走行約9100km●車検30年5月●
トヨタ2GR-FE V6 3500cc VVT-i 280ps●6速M/T●AP
レーシング製4ポッド・アルミ合金キャリパー●トラクションコント
ロール●ボッシュ製電子制御デファレンシャルロック●パワーウイ
ンドー●ETC

◉1998 エリーゼ ◉345万6000円
●車体色：ニューアルミニウム●走行約4万5000km●車検3
年付●ローバー18K 1800ccエンジン●5速M/T●フロント＆
リヤ●アルミ・ブレーキディスクローター●アルミエンジンフード
●レッドレザーシート&サイドシルトリム●アルミレギュレーターハ
ンドル

◉1998 エリーゼ ◉345万6000円
●車体色：カリプソレッド●走行約3万8000km●車検3年付●
ローバー18K 1800cc●5速M/T●ステンレス・サイレンサー●
ドライビングランプ●ブラックレザーシート&サイドシルトリム●ブ
ラックフード
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◉2000 エスプリV8◉ASK
●車体色：カリプソレッド●内装：マグノリアレザー●走行約2万
km●5速M/T●フル装備●スポーツマフラー

◉1994 エスプリ・スポーツ300◉ASK
●車体色：カリプソレッド●内装：マグノリアレザー●走行約5万
km●5速M/T●フル装備●ステンマフラー

◉1992 エスプリSE◉ASK
●車体色：シルバーフォレスト●内装：サンドハイド●走行約5万
5000km●5速M/T●エアコン●パワーウインドー●グラスルー
フ●新車並行車●ＬＨＤ●ステンマフラー

◉2008 エリーゼ SCツーリング◉465万円
●車体色：アスペンホワイト●内装：ブラックレザー●220ps・2ZZ
スーパーチャージャー●エアコンディショナー●パワーウインドー●
ダブルエアバック●ディーラー車●リモコンロック●アラーム＆イ
モビライザー●鍛造ホイール

◉2012 エリーゼ ◉448万円
●車体色：モータースポーツグリーン●内装：ブラック●走行1万
4000km●6速M/T●エアコン

◉2011 エリーゼ ◉428万円
●車体色：アーデントレッド●内装：ブラック●走行約4000km●
6速M/T●エアコン

◉2010 エヴォーラ 2+2 ◉518万円
●車体色：アーデントレッド●内装：ブラックレザー●走行約1万
5000km●6速M/T●フル装備●インダッシュHDDナビ●
ディーラー車

◉1992 エランSE ◉ASK
●車体色：モナコホワイト●内装：ブラックハーフレザー●走行約
3万7000km●5速M/T●フル装備

◎ロータス 世田谷｜オーセンティックカーズ
SHOP INFORMATION
住所： 〒157-0073 東京都世田谷区砧1-3-10
電話：03-3417-6777 FAX：03-3417-7270 
営業時間： 平日・土曜日 11：00〜20：00 日曜日・祝祭日 12：00〜18：00
定休日： 毎水曜日、年末年始
URL: http://www.authentic-cars.com/

◉22（S.N. 22/R65/76）◉780万円
●車体色：グリーン●走行不明●FJ（F3スペック）●997ccホル
ベイR65ユニット（フォード116/120Eベース）●カー・マガジン
No.373 2009年7月号掲載車
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◉2016 エヴォーラ400◉ASK
●車体色：メタリックイエロー/マットブラック●走行約400km●
V6 3500cc●パドルシフト6速A/T●ナビ●バックカメラ●
ETC●アルカンタラパック●バックソナー

◉2017 エヴォーラ・スポーツ410 ◉1344万6000円
●車体色：メタリックホワイト/カーボンコンポーネント●走行8km
●V6 3500cc●６速M/T●インテリアカラーパック●エアコン
●防音仕様●ナビ●バックカメラ●フロントマッドフラップ

◉新車 エキシージ・スポーツ350 ◉972万円
●車体色：メタリックホワイト/マットブラック/メタリックペイント●
走行0km●V6 3500cc●６速M/T●レースパック●アルカン
タラパック（レッドアルカンターラ）●マット&オーディオ

◉新車 エキシージSロードスター ◉880万円
●車体色：ソリッドレッド●走行0km●V6 3500cc●６速M/T
●ブラックレザー＆ダイヤキルトステッチ（レッド）●シートヒーター
●レースパック●マット＆オーディオ

◉2014 エキシージS V6◉698万円
●車体色：パールホワイト/エキシージ専用カラー●走行6500
km●V6 3500cc●６速M/T●レースパック●1オーナー

◉新車エキシージ・スポーツ350◉972万円
●車体色：メタリックオレンジ/マットブラック●走行0km●V6 
3500cc●６速M/T●アルカンタラパック（ブラックアルカンタ
ラ）●メタリックペイント●マット＆オーディオ

◉2015 エキシージS ◉880万円
●車体色：メタリックホワイト●走行0ｋｍ●V6 3500cc●６速
M/T●レッドレザープレミアムインテリア●レースパック●マット&
オーディオ

◉1990 エスプリSE ◉478万円
●車体色:ホワイト●右ハンドル●内装本革コノリーレザー張り替
え●アルミ製新品ガソリンタンクに交換予定●車検：平成30年9
月11日

◉1965 エランS3◉448万円
●車体色：ホワイト●走行約4万8000km●フレーム交換済み●
フロント・ショックアブソーバー&コイルスプリング交換済

◎テクニカルショップ・ハッピー
SHOP INFORMATION
住所： 〒125-0052 東京都葛飾区柴又6-28-8
電話： 03-3657-2260 FAX：03-3657-2954
営業時間： 10：00～19：00 定休日： 毎木曜日
URL: http://www.technicalshophappy.com/

◉新車 エリーゼ・スポーツ220・Ⅱ◉669万6000円
●車体色：ソリッドイエロー/マットブラック●走行0km●直4・
1800ccスーパーチャージャー●６速M/T●インテリアカラーパッ
ク（イエロー）●ブラックパック●フロアマット&オーディオ

◎ロータス 名古屋東｜オートプレステージ
SHOP INFORMATION
住所： 〒470-0131  愛知県日進市岩崎町大塚1042-1
電話： 0561-75-4666 FAX.0561-75-4667
営業時間： 9:30～19:00  定休日： 月曜日
Eメール:carinfo@autoprestige.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 URL:http://www.autoprestige.co.jp

お詫びと訂正
カー・マガジンNo.478のP43に掲載致しました店名が間違っておりました。
ロータス名古屋東｜オーセンティックカーズ　ではなく
ロータス名古屋東｜オートプレステージ　となります。
正しいページをこちらに掲載させて頂きました。
この場をお借りして、訂正と共に、読者の皆様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
2018年2月26日カー・マガジン編集部
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◉1970 ヨーロッパSr.2（Typ.54）◉ASK
●車体色：レッド●内装：ブラック●4速M/T●右ハンドル

◉1973 ヨーロッパTC SP◉ASK
●車体色：ホワイト●内装：ブラック●5速M/T●左ハンドル●ETC

◎ベンオート
SHOP INFORMATION

住所： 〒350-0822 
       埼玉県川越市山田1702-1

電話： 049-225-2955 
FAX： 049-225-2977

営業時間： 10:00〜20:00
定休日： 水曜日

URL: http://www.benauto.co.jp/
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頼れるスペシャルショップで
1960〜'70年代を代表する名車を
探す楽しみ。

 今からロータス、その具体例

◉1969 ヨーロッパSr.2（Typ.65）◉ASK
●車体色：ホワイト●内装：ブラック●車検30年3月●4速M/T
●左ハンドル●2リッター・エンジン

◉1986 エクセル◉266万円
●車体色：ブルー●走行約6万6000km●内装：ブルー
●5速M/T●左ハンドル●ディーラー車

◉1998 エリーゼ・モータースポーツ190◉ASK
●車体色：グリーン+カーボンパーツ●5速M/T●左ハンドル
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