ユーロ＆プレミアムスポーツの最新情報満載のオートモーティブマガジン！

欧州車を中心に US ユーロテイストを施した最先端の
ハイセンスなクルマをフィーチャーする
まったく新しいスタイルの総合専門誌です。

「eS4（エスフォー）は、ヨーロッパ車にキーワードとなる「euro」
、そして「S」

の要素「SPORT」「STYLE」「SOUND」「STIMULANT（刺激）」の 4 つの S を
加えたクルマをメインに扱うユーロ・オートモーティブ・マガジンです。今までの
固定概念に縛られたヨーロッパ車カスタマイズの世界を解放し、新しいユーロモー
ティブライフを提案しています。最近では、ヨーロッパ車に加え国産車をベースに
ユーロテイストを施したクルマを取り入れていき、ハデハデな国産車カスタムに飽
きたようなユーザーの獲得にも励んでいます。
誌面では、ヨーロッパ車をモディフィしている読者と国産車をカスタムしている
ユーザーがいかに最新のアイテムを購入するかを考え、最新アイテムの特集記事や
最新アイテムを装着したクルマの紹介などを豊富にしています。さらに、掲載する
写真のスタイリッシュさにはとてもこだわっているので、魅力的な商品をより魅力
的に見せるように努力しています。
その他、欧州＆北米の現地取材を行い生の最新情報＆スタイルを日本のユーロ
シーンへと発信。それだけでなく、ハイエンドなサウンドシステムやハイパフォーマ
ンスを生むチューニングなども徹底的にフォロー。音楽・ファッション・グッズ
etc…などクルマの向こう側に見えるライフスタイルまでも注目しています！

最先端を紹介！

アイテムを紹介！

情報をフィーチャー！
EURO WHEEL COLLECTION

MB QUALITY 小さめメルセデスクオリティーに自信あり！

ホイール選びはパフォーマンスか高級感か

CALL >> Prodrive JAPAN（プロドライブジャパン）
［03］3563-6926 www.prodrive-japan.com
PHOTO >> eS4

PRODRIVE GC-0100
プロドライブ ジーシーゼロヒャク

新たな領域への進化を遂げたプロドライブが放つ
エクステンションなしのエクスクルーシブモデル

1984 年の創業以来、モータースポーツの世界
で進化し続けてきたプロドライブが、性能面だけ
でなくデザインにもこだわり抜いて作り上げた最
新作がこちらの GC-0100。レーシングホイール
の理想形である10 本スポークホイールとして開
発された GC-010E、GC-010G を経て、新たな
10スポークモデルを世に放つ。
本誌前号で、リムエンドにアルミ削り出しのエ
クステンション
「Pリンカー」
が付属しているGC0100sを紹介したが、こちらの GC-0100はPリ
ンカーを付属しない価格を抑えたモデルとなる。
大ヒットした前作GC-05Nではデザイン上の制
約があったため、サイズによってPリンカーあり
となしのモデルが存在していたが、GC-0100は
先行して発売する19、20インチのどちらにもP

リンカーありとなしのモデルを設定。立体感や奥
行き感といったデザインのアプローチが違う洗練
された2 種類から選ぶことができるというわけだ。
また、PリンカーありのGC-0100sが主流モデ
ルとすると、こちらのPリンカーなしモデルはブ
リヂストン系タイヤショップなどの一部店舗のみ
で販売されるエクスクルーシブな存在。とはいえ、
どちらも約 1 年半の熟成を重ねて「
、オーバークオ
リティー」
というこだわりを基にトレンドを意識し
て仕上げられているので、ユーロの個性を引き出
してくれることは間違いない。
新たな領域への進化を遂げたプロドライブの最
新作 GC-0100。これからホイールの購入を検討
しているオーナーは、ぜひ選択肢に入れて欲しい
絶対注目のハイクオリティー 1ピース鍛造である。

COLOR LINEUP

Brushed Finish

■PRODRIVE GC-0100

●鍛造1ピース、受注生産 ●サイズ：19×8.0J
〜 20×11.0J ● P.C.D：100-5H、108-5H、
112-5H、114.3-5H、120-5H ●税込み価格：
（予価）9 万 3960 〜 15 万 3360 円 ●カラー
ラインナップ：マイスターブラック、ブラッシュドフィニッ
シュ、オルタナティブゴールド

Alternative Gold
1

エアサスがGLAをここまで低くする

2

Meister Black

3

01

02

03

04

4

05
5

1̲都会的なモディファイが施されたベンツと、その助手席に乗り込むスレンダーな美
女に街行く人の視線が注がれる。2̲ラゲッジスペースにエアサスタンクとコンプレッ
サーをコンパクトにディスプレー。3̲前後の車高を10段階プリセットして、ワンタッ
チで車高を好きな高さに設定することができるプレストレージシステム。スマートな
コントローラーは、プリセットされた車高を0〜9の数字とLEDの光で表示。コンパク
トなのでインテリアに馴染む。4̲撮影モデルは土屋セナさん。大阪在住。身長165㎝、
B80、W60、H89というナイスボディの持ち主で、趣味はクルマとダンス。レースク
イーンやカーイベントなどでモデルとして活躍している。5̲エアストホイールズ のグ
ローラGS15V。カラーはスモーククリア、レッドクリア、ゴールドクリアの3種類。サ
イズは19×8.5と20×9.0をラインナップしている。GLAはF:20×9.0 R:20×9.0、右に
スモーククリア、左にゴールドクリアを装着している。

▶あ のコ がドライブしたくなる 、使っちゃえるロ ーフォル ム S U V
レブな高級百貨店や一流ホテルが建ち並ぶ大
セ
阪・梅田で、スレンダーな彼女と待ち合わせ
をするメルセデス・ベンツGLAのオーナー。
クールにモディファイされたそのスタイリング
は、都会の喧噪の中でも存在感を放ち、彼を見つけ
た彼女は笑顔でGLAに駆け寄っていく。彼女が助手
席に乗り込むと、夜景のキレイな3つ星のレストラ
ンに向かって夜の街をクルージング。そんな幸せな

ストーリー展開をイメージさせるようなシチュエー
ションにGLAを持ち込んでみた。
シンプルにモディファイを施したのは、サスペン
ションのプロフェッショナルであるボルドワール
ド。スタイリッシュなSUVクーペGLAをベースと
して選び、要となる足回りに同社のエアサス「アル
ティマユーロアドバンスバージョン」を装着して、
エレガントなローフォルムを作り上げている。

減衰力32段調整、全長調整式のオリジナル車高
調「アブソリュートDS ネクスト」を採用した電磁
弁式エアサスペンションシステムは、ブラケット
に軽量かつ高い剛性を誇る高硬度アルミを使用し
て、ボルドワールドのコンセプトである「安定した
走り」、「快適な乗り心地」、「美しいローダウン
フォルム」を実現させる。
そして足元には、今話題のエアストホイールズ最

新作グローラGS15Vの20インチをセット。鍛造ホ
イールと区別がつかないほど質感が高い5本ツイン
スポークはGLAにも違和感なく馴染む。
ヨーロッパ的な街並やオフィス街に乗りつけても
違和感なく馴染みそうな洗練されたSUVクーペ。エ
アサスで自在に車高を落として理想のフォルムにモ
ディファイすれば、彼女とのカーライフスタイルも
一層楽しいものになるに違いない。

ステップリム＋Pリンカーの
GC-0100sモデル

小さめメルセデスSUVをシャコタンにする

MERCEDES-BENZ GLA180
CASE:1

070

120
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最新仕様のメーカーやプロショップのデモカー紹介。
ホイール、エアロパーツ、足まわりなど読者の最も
知りたい最新スタイルとパーツ情報を紹介！

エアロやホイール、サスペンションなど最新パーツを
紹介！スポンサーの商品紹介については実装着取材
や開発者のコダワリをインタビューするなど、商品
のポテンシャルや開発の背景に迫る企画で掲載する
ことで商品の機能やブランド性をも紹介 !!

【広告掲載料金表】
掲載面

定価

サイズ（天地×左右）mm

表4

¥800,000

247×220

表 3見開き

¥1,100,000

297×470

表2見開き

¥1,200,000

297×470

¥500,000

297×470

４C1P

☆ 表面の原稿サイズに囲いがあるものは枠付きのサイズです。
☆上記の広告掲載料金には原稿制作の費用は含まれておりません。
☆上記の広告掲載料金には消費税は含まれておりません。

ステップリップ＋リムオーバーの雰囲気をPリン
カーという別ピースのエクステンションで実現した
GC-0100s モ デ ル。GC-0100、GC-0100s の ど ち
らもGC-05N や GC-012Lと同じく受注生産システ
ムをとっており、こだわりを持ったオーナーのため
だけに仕上げられたプレミアムホイールとなってい
る。今後18インチが追加される可能性もあり。

、主張しすぎない
01̲ センターキャップは「
存在感」
というプロドライブの考え方を表
すかのようなシンプルなデザイン。 02̲リ
ムエンドにPリンカーを付属しない伸びや
かなスポーク。誇らしく刻まれた
「prodrive」
のロゴがアクセントとなる。 03̲ 04̲リ
ムに斜めの面を作ることで、すり鉢状の
立 体 感 が より 強 調 さ れ る「
。FORGED」と
「MADE IN JAPAN」の文字がハイクオリ
ティーの証。さらにその奥にも段差を設け
て奥行き感を演出しているのもポイント。
この段差にもデザインが取り入れられてお
り、ひと手間かけられている。 05̲フラッ
トなスポークがセンターに落とし込まれた
コンケーブデザインが、工芸品のように美
しいヴィジュアルをもたらす。 こちらのホ
イールはブラッシュドフィニッシュで、光
の加減によって切削されたアルミの質感
が強調される。

121

これから発表するようなアイテムや大きなイベントな
どの情報をいち早く掲載。少しでも多く露出して読
者の興味を湧かせるようなページ作りにしています。

【媒体概要】
発行部数：70,000 部
判型：A4 変型・左綴
発売日：偶数月 10 日
創刊：2001 年
定価：1204 円（税別）
印刷：オフセット印刷
ページ数：172 ページ

TOPICS
【 eS4 MOOKのご紹介／eS4 編集部フェイスブック & みんカラ＋ブログ】
VW&AUDI EXCLUSIVE1〜2
ヨーロッパ車の中でも昨今とくに人気のあるフォルクス・ワーゲンとアウディに特化して、
新車情報をはじめ最新のモディファイドスタイル、パーツなどをフィーチャー。
さらに、海外のカーショーやトップチューナーのデモカーなどの情報も満載。
ライトユーザーから上級者まで楽しめる一冊になっております。

eS4 編集部
facebook（フェイスブック）
https://www.facebook.com/es4euromotiveMagazine
本誌の発売情報や関連イベントの最新情報などを発信しています。
編集部やほかの読者と交流を深められるアイテムです。
大勢の方からの「いいね !」が寄せられています。

eS4 編集部
オフィシャルブログ（みんカラ）
http://minkara.carview.co.jp/userid/570154/blog/
編集部の近況からこぼれネタ、取材中のエピソードなど毎日更新！
お友達登録やコメントは随時某集中です。

sample
images

【読者層データ】

【入稿時の注意事項】
☆広告原稿は必ずデジタルデータ（CD もしくは MOメディアに在中）
、出力見本（原寸大）
、仕様書を3 点セットとして入稿してください。
☆校正
（紙）
が必要な場合は原則として発売日の30日前までの入稿とし、それ以降に入稿されたものは原稿責了
（投げ込み）
となります。
☆オンラインでの入稿（デジタルワークフロー）
は行っていませんので、必ず、メディアを添えて入稿してください。
☆広告原稿には（内・外）
トンボを入れ、追い込み（セーフティ）
として、ロゴ、社名、文字などは仕上りサイズより10mm以上、必ず内側に配置してください。
☆断ち切りで写真、イラスト、地紋などを入れる場合は、仕上がりサイズ（内トンボ）
ではなく、必ず外トンボまで延ばして配置してください。
☆印刷時のブロッキングや裏写りなどを防ぐために、プロセス
（CMYK）
カラーの総量は320%以下としてデータを制作してください。
☆入稿された原稿類
（MO除く）
は原則として返却しませんので、その必要がある場合には事前
（入稿時など）
にお知らせください。

【ご注意】
☆広告内容などに関する一切の責任は広告主が負うものとします。
☆その他、広告内容については、当社および雑誌広告倫理綱領の掲載基準に準じるものとさせて頂きます。
☆掲載の申込締切は、各号の発売日より 40 日前、入稿締切（校正あり）は発売日の 30 日前となります。
☆申込後の掲載の取消は、発売日の 30 日前以降はお受けできません。

【お問い合わせ】
株式会社 芸文社 広告部
〒170 - 8427 東京都豊島区東池袋 2- 45 -9
TEL: 03 -5992-2052 FAX: 03 -5992-7162
http://www.geibunsha.co.jp

