
シュレンザー　価格表
2021年4月1日

ﾃｰﾙ固定 ﾃｰﾙ交換式 ﾃｰﾙ固定 ﾃｰﾙ交換式

Ｒ１７０ ｸｰﾍﾟ ¥140,800 ¥206,800

ｸｰﾍﾟ C180,C200　(コンプレッサー）　ﾃｰﾙはType-O ¥140,800 ¥206,800

C240,C320

C240,C320

E320 (直６）

E240,E320 (V6)

E400,E430 (V8)

ﾜｺﾞﾝ ¥195,800 ¥250,800

Ｒ１７１ ｸｰﾍﾟ ¥195,800 ¥283,800

ｸｰﾍﾟ ¥206,800 ¥294,800

ｸｰﾍﾟ ¥250,800 ¥338,800

Ｒ１７２ ｸｰﾍﾟ ¥261,800 ¥294,800 ¥360,800 ¥393,800

¥217,800 ¥316,800

¥228,800 ¥327,800

¥239,800 ¥338,800

¥217,800 ¥316,800

¥228,800 ¥327,800

Ｗ１７６
ハッチ
バック ¥338,800 ¥437,800

¥239,800 ¥327,800

¥250,800 ¥338,800

¥228,800 ¥327,800

¥239,800 ¥338,800

¥228,800 ¥327,800

¥239,800 ¥338,800

Ｗ１１７
セダン
Ｓ.Ｂ ¥338,800 ¥437,800

X１５６
ハッチ
バック ¥239,800 ¥338,800

ﾃｰﾙ固定　\371,800

ﾃｰﾙ交換式　\404,800

ﾃｰﾙ固定　\382,800

ﾃｰﾙ交換式　\437,800

ｽﾎﾟｰﾂ触媒付きﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ
及び　ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）

EXﾊﾞﾙﾌﾞ付ﾏﾌﾗｰ
（ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ式）

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ(TB)のみ販売
 93,280円　(ﾀｲｺﾚｽ）

 109,780円　(ﾀｲｺ付き）

¥294,800 ¥327,800

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ(TB)のみ販売
 93,280円　(ﾀｲｺﾚｽ）

 109,780円　(ﾀｲｺ付き）

C180,C200(CGI),C250(CGI),C300
デュアルテール、バンパー要加工

¥206,800 ¥261,800 ¥305,800 ¥360,800

ＣＬＡ４５ ＡＭＧ
206,800円（ｽﾎﾟｰﾂ触媒）
98,780円（ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ）

ＧＬＡ２５０ 4マチック
ディフューザーのためテールレス

Ｗ２０４ セダン
ワゴン
クーペ

C180,C200(CGI),C250(CGI),C300（ビッグオーバルシング
ルテール、C250,C300以外は右側バンパー要加工） ¥195,800

セダン
Ｓ.Ｂ

CLA180,CLA250（ノーマルバンパー用）
ノーマルテールを使用

ＣＬA250 4マチック(ノーマルバンパー用用）
ノーマルテールを使用

CLA180,CLA250（CLA45AMGエアロ用）
ディフューザーのためテールレス

ＣＬA250 4マチック(ＣＬA45AMGエアロ用）
ディフューザーのためテールレス

¥228,800

Ｗ１７７
ハッチ
バック

A180 ¥404,800

A180(35AMG,45AMGエアロ用)
テールのみは38,000円

¥415,800

Ｗ１１７
(前期）

217,800円
（　2ﾋﾟｰｽ構成　）

A250 4マチック 後期
ディフューザーのためテールレス

Ａ４５ ＡＭＧ
206,800円（ｽﾎﾟｰﾂ触媒）
98,780円（ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ）

217,800円
（　2ﾋﾟｰｽ構成　）

217,800円
（　2ﾋﾟｰｽ構成　）

A180,A250,A250 4マチック（ノーマルバンパー）
テールありタイプ（ビッグオーバルテール）

A180,A250 後期
ディフューザーのためテールレス 217,800円

（　2ﾋﾟｰｽ構成　）

ＳＬＫ200（55ＡＭＧエアロ用）ビッグオーバル４本出し

Ｗ１７６
ハッチ
バック

A180,A250(A45AMGエアロ用）
ディフューザーのためテールレス

A250 4マチック(A45AMGエアロ用）
ディフューザーのためテールレス

SLK200,280,350（ビッグオーバルシングルテール）

Ｒ１７１
SLK200,280,350（デュアルテール）バンパー要加工

SLK200,280,350（ビッグオーバルデュアルテール）
バンパー要加工

CLK240,CLK320

Ｗ２１０
ｾﾀﾞﾝ

E240,E320,(4matic),E430

Ｗ２０９ ｸｰﾍﾟ
CLK200コンプレッサー　　W209はﾊﾞﾝﾊﾟｰ加工が必要です。

¥195,800

Ｗ２０４
セダン
ワゴン
クーペ

C180,C200,C200CGI,C250CGI(ビッグオーバル
テール）シングルテール、バンパー無加工

¥118,800 ¥151,800

¥129,800 ¥162,800

C180,C200,C200CGI,C250CGI
デュアルテール、バンパー要加工

ﾜｺﾞﾝ
C180,C200(コンプレッサー）

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ（TB)のみ

（ﾀｲｺﾚｽ）　93,280円

（ﾀｲｺ付)　109,780円

¥217,800

¥129,800 ¥162,800 ¥195,800

　
　
※
　
左
右
出
し
マ
フ
ラ
ー

¥184,800

シ
ン
グ
ル
出
し

SLK230（コンプレッサー）　ﾊﾞﾝﾊﾟｰ加工が必要です。

Ｗ２０３
ｾﾀﾞﾝ

C180,C200(コンプレッサー）

¥195,800

形
状

車種
ﾊｰﾌｽﾃﾝﾚｽ(税込価格） ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）

¥129,800 ¥162,800 ¥228,800

¥228,800

¥228,800

株式会社ｼﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　〒486-0925愛知県春日井市中切町2丁目10-5
TEL(0568)29-6701/FAX（0568）29-6702



シュレンザー　価格表
2021年4月1日

ﾃｰﾙ固定 ﾃｰﾙ交換式 ﾃｰﾙ固定 ﾃｰﾙ交換式

Ｗ２０４
セダン
ワゴン
クーペ

¥294,800 ¥382,800

Ｗ２０5

　
セダン
ワゴン 151,800 ¥195,800

(Rﾋﾟｰｽ)
前期
後期

¥162,800 ¥206,800

¥162,800 ¥206,800

¥173,800 ¥217,800

Ｗ２０5
セダン
ワゴン

C４３ＡＭＧ ¥217,800 ¥272,800

C４３ＡＭＧ マイナー後 ¥217,800 ¥272,800

Ｗ２０5
セダン
ワゴン ¥382,800

Ｘ２５３
ハッチ
バック ¥217,800 ¥250,800

Ｗ２１０ ワゴン E240,E320,(4matic),E430 ¥228,800 ¥327,800

Ｗ２１１ ｾﾀﾞﾝ E240,E320,E350,E500

ﾜｺﾞﾝ E240,E320

AMGエアロ用　E240,E320,E350,E500 ¥250,800 ¥349,800

Ｗ２１２
セダン
ワゴン

Ｗ２１２ セダン ¥206,800 ¥305,800

¥217,800 ¥316,800

Ｗ２１３
セダン

¥173,800 ¥217,800

Ｗ２１３
セダン

¥184,800 ¥228,800

Ｗ２１３ クーペ ¥228,800 ¥283,800

Ｗ２１３ セダン ¥228,800 ¥283,800

Ｗ２５７ ｾﾀﾞﾝ ¥316,800

Ｗ２１８ ｾﾀﾞﾝ ¥195,800 ¥294,800

Ｗ２１８ ｾﾀﾞﾝ ¥294,800 ¥393,800

Ｗ２１９ ｾﾀﾞﾝ ¥206,800 ¥305,800

S500L,S600L

¥382,800 ¥371,800
S500L,S550L,S600　(バンパー無加工タイプ）

¥426,800 ¥371,800
S550L　(ディフューザーのためテールレス）

Ｗ２２１
(前期）

ｾﾀﾞﾝ
S350,S500,S550,（バンパー無加工タイプ）

¥228,800 ¥283,800 ¥327,800

Ｗ２２１
マイナー

後
ｾﾀﾞﾝ

S350,S550(ディフューザーのためテールレス）
¥217,800 ¥316,800

S600L（純正バンパー対応
ビッグオーバルシングルテール）

¥250,800 ¥360,800ﾛﾘﾝｻﾞｰｴｱﾛ用 (初期型)　Ｓ320,350,500　ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙｼﾝｸﾞﾙﾃｰﾙ

ﾛﾘﾝｻﾞｰｴｱﾛ用(初期型) Ｓ500L,600L　ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙｼﾝｸﾞﾙﾃｰﾙ

CLS350,CLS500
(ビッグオーバルシングルテールのみ）

¥360,800

Ｗ２２０
(ツイン
TBは不

可）

ｾﾀﾞﾝ

S320,S350,S500
¥250,800 ¥305,800 ¥360,800 ¥415,800

ＣＬＳ４５０ ＥＸバルブ標準装着　純正切断タイプ　(JATA) 標準装着
フロント、中間セット販売
純正触媒後 184,800円

CLS350（JATA)　,CLS550
(ディフューザーのためテールレス）

CLS350、CLS550（63AMGｴｱﾛ用4本出し）(JATA)
AMGタイプスクエアテール

¥503,800
360,800円(予価）

フロント、中間セット販売

Ｅ200,Ｅ250 261,800円Ｅ250　Ｅ200　(Ｅ63ディフューザー用）
純正切断タイプ

¥305,800

Ｅ４００（クーペ、カブリオレ）  ﾎﾞﾙﾄｵﾝ（競技用） ¥360,800
フロント、中間セット販売
純正触媒後 217,800円

スポーツ触媒は228,800円
Ｅ４３ＡＭＧ  純正切断タイプ　(JATA) ¥360,800

E250 ,E350ブルーテック マイナー後
 (ノーマルディフューザー用）

¥382,800

E250 ,E350ブルーテック マイナー後
(E63ディフューザー用）

¥393,800

Ｅ250　,Ｅ200 (ノーマルディフューザー用）
純正切断タイプ

¥294,800

マイナー前　　　E250,E350,E350ブルーテック,E550
　　（E63AMGエアロ用4本出し）
　　AMGタイプスクエアテール

¥283,800 ¥382,800
E250 93,280円(ﾀｲｺﾚｽ）
E250 109,780円(ﾀｲｺ付）

E350　360,800円(予価）

E250　￥459,800

E350　￥492,800

¥206,800 ¥261,800 ¥305,800 360,800
¥360,800

C63AMG
車検非対応 EXバルブタイプ

純正スイッチ式

ＧＬＣ４３，ＧＬＣ４３クーペ ¥327,800
ﾌﾛﾝﾄ、中間ｾｯﾄ販売

純正触媒後 217,800円
スポーツ触媒は228,800円

Ｃ３００（ｸｰﾍﾟ、ｶﾌﾞﾘﾚ） ¥283,800

Ｃ３００（ｸｰﾍﾟ、ｶﾌﾞﾘｵﾚ）　C63ディフューザー用 ¥294,800

¥349,800 ﾌﾛﾝﾄ、中間ｾｯﾄ販売
純正触媒後 217,800円

スポーツ触媒は228,800円¥349,800

C63AMG (ビッグオーバルテール４本出し) ¥492,800 ¥404,800

C180 C200 C250  (AMGﾗｲﾝ対応ﾉｰﾏﾙﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ
用）

¥272,800
ﾌﾛﾝﾄ&中間C180/184,800円
C200,C250はｽﾎﾟｰﾂ触媒付

C200,C250 239,800円
C200（触媒無のﾀｲﾌﾟ）195,800

円
C180,C200,C250 (C63ディフューザー用） ¥283,800

¥261,800 ¥360,800 ¥437,800
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ(TB)のみ販売

 93,280円　(ﾀｲｺﾚｽ）
 109,780円　(ﾀｲｺ付き）

車種
ﾊｰﾌｽﾃﾝﾚｽ(税込価格） ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）

Ｗ２０４ セダン
ワゴン
クーペ

C180,C200(CGI),C250(CGI),C300
ビッグオーバルテール４本出し(Ｃ６３エアロ用)

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格） ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）

EXﾊﾞﾙﾌﾞ付ﾏﾌﾗｰ
（ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ式）

ｽﾎﾟｰﾂ触媒付きﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ
及び　ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ

ﾃｰﾙ固定　\437,800

ﾃｰﾙ交換式 \492,800

株式会社ｼﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　〒486-0925愛知県春日井市中切町2丁目10-5
TEL(0568)29-6701/FAX（0568）29-6702



シュレンザー　価格表
2021年4月1日

ﾃｰﾙ固定 ﾃｰﾙ交換式 ﾃｰﾙ固定 ﾃｰﾙ交換式

¥228,800 ¥327,800

¥272,800 ¥371,800

Ｗ２２２ セダン
¥250,800 ¥349,800

(前期）
¥316,800 ¥415,800

¥261,800 ¥360,800

¥327,800 ¥426,800

Ｗ２２２ セダン ¥492,800

Ｃ２１７ ｸｰﾍﾟ ¥261,800 ¥360,800

¥327,800 ¥426,800

¥272,800 ¥371,800

¥338,800 ¥437,800

Ｃ２１７ ｸｰﾍﾟ ¥492,800

Ｃ１９０ ｸｰﾍﾟ ¥657,800

Ｗ１９７ ｸｰﾍﾟ ¥756,800

Ｒ２３１ ｸｰﾍﾟ ¥206,800 ¥250,800

(ﾘｱﾋﾟｰｽ）
¥217,800 ¥261,800

Ｒ２３１ ｸｰﾍﾟ ¥217,800 ¥272,800

¥151,800 ¥195,800

Ｒ２３０ ｸｰﾍﾟ ¥272,800

Ｒ２３０ ｸｰﾍﾟ ¥294,800

X１６６
ハッチ
バック ¥327,800 ¥426,800

¥338,800 ¥437,800

Ｗ４６３ ゲレンデ ¥272,800 ¥371,800

¥239,800 ¥338,800

Ｗ４６３ ゲレンデ ¥360,800

オプション交換用テール　（税込価格）

Type-AR カール真円二重管 一本　￥10,780

一本　￥10,780

Type-BO ビッグオーバル二重管 一本　￥16,280

Type-S スクエアテール 一本　￥10,780

Type-０ オーバル二重管 一本　￥10,780

Type-O２ オーバル二重管 一本　￥10,780

Type-O３ オーバル二重管（ツバあり）

¥547,800

G500L (4WD)  ビッグオーバルテール4本出し
W463は2001/5～2009/2までの対応です。

G500L (4WD)  4本出し

G６３ＡＭＧ(4WD) ビッグオーバルテール4本出し
M157ｴﾝｼﾞﾝのみの設定です。

¥470,800

左
右
出
し

S550 ﾛﾝｸﾞ (ﾉｰﾏﾙﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ）車検対応
（ﾊﾞﾙﾌﾞ無しﾀｲﾌﾟ）

371,800円(予価）

ＧＬＳ５５０、ＧＬ５５０（ＴＢモデルのみ）
６３ＡＭＧディフューザー

SL63AMG 中間ピース　　（純正ﾏﾌﾗｰの構造上ｽﾎﾟｰﾂ触媒
付ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟとｾｯﾄで揃える必要があります）

SL350 SL500 (ﾘｱﾋﾟｰｽのみ）　純正ﾏﾌﾗｰを切断し差込取
付。　ﾃｰﾙはｔｙｐｅ-Oのみの設定です。

SL55AMG SL63AMG （ﾘｱﾋﾟｰｽのみ）
ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙ4本出し

ＧＬＳ５５０、ＧＬ５５０（ＴＢモデルのみ）
ノーマルディフューザー

¥536,800

開発中
360,800円(予価）

SL350 SL550　（SL63ｴｱﾛ用)
ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰのためﾃｰﾙﾚｽ

¥415,800
開発中

360,800円(予価）

SL63AMG （ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰの為ﾃｰﾙﾚｽ）
純正ﾏﾌﾗｰの構造上ﾘｱﾋﾟｰｽのみの交換です。

¥426,800

AMG GT  AMG GTS 車検非対応 EXバルブタイプ 純正スイッチ式

SLS AMG  車検非対応 EXバルブタイプ
ﾘﾓｺﾝ任意ｺﾝﾄﾛｰﾙ

標準装備

SL350 SL550　 (ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰのためﾃｰﾙﾚｽ)
R231は純正ﾏﾌﾗｰを切断し差込取付。ﾘｱﾋﾟｰｽ交換ﾀｲﾌﾟ

S550ｸｰﾍﾟ (S63AMGｸｰﾍﾟﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用) 車検非対応
EXﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ

ﾘﾓｺﾝ任意ｺﾝﾄﾛｰﾙ

￥470,800 ¥371,800

S63AMG クーペ　車検非対応 EXバルブタイプ 純正スイッチ式 ¥382,800

S550ｸｰﾍﾟ　(ﾉｰﾏﾙﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用) 車検対応
（ﾊﾞﾙﾌﾞ無しﾀｲﾌﾟ） ¥371,800

S550ｸｰﾍﾟ (ﾉｰﾏﾙﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用) 車検非対応 EXﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ
ﾘﾓｺﾝ任意ｺﾝﾄﾛｰﾙ

￥459,800 ¥371,800

S550ｸｰﾍﾟ (S63AMGｸｰﾍﾟﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用) 車検対応
（ﾊﾞﾙﾌﾞ無しﾀｲﾌﾟ） ¥371,800

S550 ﾛﾝｸﾞ(63AMGﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ）車検非対応 EXﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ
ﾘﾓｺﾝ任意ｺﾝﾄﾛｰﾙ

￥459,800
371,800円(予価）

S63AMG 　車検非対応 EXバルブタイプ 純正スイッチ式 382,800円(予価）

S550 ﾛﾝｸﾞ (ﾉｰﾏﾙﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ）車検非対応 EXﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ
ﾘﾓｺﾝ任意ｺﾝﾄﾛｰﾙ

￥448,800
371,800円(予価）

S550 ﾛﾝｸﾞ(63AMGﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ）車検対応
（ﾊﾞﾙﾌﾞ無しﾀｲﾌﾟ）

371,800円(予価）

AMGｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｯｹｰｼﾞ用 2本出し(ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙ）　S350
S500　S550　S500L　S550L　S600

¥437,800 ¥371,800

63,65AMGエアロ用 （ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙ4本出し）S350　S500
S550　S500L　S550L　S600 ¥481,800 ¥371,800

¥426,800 ¥371,800
S500L　S550L　S600　（ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙ、ﾊﾞﾝﾊﾟｰ加工ﾀｲﾌﾟ）

専用リアアンダースポイラー ¥76,780 ¥76,780

S350　S500　S550　（ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾊﾞﾙﾃｰﾙ、ﾊﾞﾝﾊﾟｰ加工ﾀｲﾌﾟ）
¥272,800 ¥327,800 ¥371,800

S500L S550L S600　(バンパー加工タイプ）

専用リアアンダースポイラー ¥76,780 ¥76,780

ﾃｰﾙ固定　\437,800

ﾃｰﾙ交換式 \492,800
Ｗ２２１
(前期）

ｾﾀﾞﾝ

S350 S500 S550（バンパー加工タイプ）
¥228,800 ¥283,800 ¥327,800 ¥382,800

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）
EXﾊﾞﾙﾌﾞ付ﾏﾌﾗｰ
（ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ式）

ｽﾎﾟｰﾂ触媒付きﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ
及び　ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ

車種
ﾊｰﾌｽﾃﾝﾚｽ(税込価格）

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）

¥371,800

¥382,800

ﾃｰﾙ固定　\481,800

ﾃｰﾙ交換式 \536,800

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（税込価格）
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シュレンザー　価格表
2021年4月1日

　※Ｗ２１１マイナー後はシングルテール（ビッグオーバルタイプ）となります。

　※W204,W212(E250),A45AMG,CLA45AMGのフロントパイプは純正触媒以降の設定になります。スポーツ触媒は付属しません。

　※W205のマフラーは純正がフロント、中間ピース一体型のため、リアピースのみの設定となります。

　※Ｗ２２１ AMGスポーツパッケージはシングルテール（ビッグオーバルタイプ）となります。

　※R230 AMGは純正マフラーの構造上リアピースのみの交換となります。またテールはビッグオーバルテール4本だし のみの設定となります。

　※Ｗ２２１ 63,65AMGエアロ用はビッグオーバルテール4本出しとなります。

　※R230は純正マフラーを切断し、差込み取り付けのリアピースのみの交換タイプとなります。またテールはType-０ のみの設定となります。

　※R231は純正マフラーを切断し、差込み取り付けのリアピースのみの交換タイプとなります。

　※R231AMGは純正マフラーの構造上リアピースのみの交換となります。

　※R231AMGは純正マフラーの構造上中間ピースとスポーツ触媒付きフロントパイプはセットでそろえる必要があります。

　※Ｗ２０３クーペのテールはType-０ のみの設定となります。

　※R170,W209はバンパー加工が必要です。

　※Ｗ２２０ ロリンザーエアロ用はシングルテール（ビッグオーバルタイプ）となります。初期型エアロのみ対応します。

　※W４６３は2001'5～2009'2までの対応となります。2009'3以降は順次開発予定です。

　※W４６３　６３ＡＭＧはＭ１５７エンジンのみの設定です。

株式会社ｼﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　〒486-0925愛知県春日井市中切町2丁目10-5
TEL(0568)29-6701/FAX（0568）29-6702


