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■会社概要 

私、田邊正剛は 1986 年よりシェルビーコブラの輸入販売を手がけてまいりましたが、24 

年間の集大成として 2011 年 11 月 21 日、横浜市に株式会社シェルビーアジア（所在地：神 奈

川県横浜市 代表取締役：田邊正剛）を設立しました。これまで一貫してコブラに携わっ

てきた実績をキャロル・シェルビー氏に認められ、1997 年に極東地域で唯一「シェルビー

」 の商標使用権を獲得しました。以来、正規輸入販売代理店として日本国内向けの業務を行

ってまいりましたが、販路拡大のため、中国、台湾、韓国、ベトナム、マレーシアなど極東

地 域のヘッドクォーターとしてシェルビーアジア本社をオープンする運びとなりました。 

 
■シェルビー製品のライセンスについて 

弊社はシェルビー製品に関するロイヤリティを統括するシェルビーライセンシング社と 

2011 年 6 月 13 日に正式契約し、日本におけるシェルビー製品の正規代理店となりました。 今

後、シェルビーアジアが日本におけるキャロル・シェルビーライセンシング社に正式認定 さ

れたシェルビー製品の正規代理店として歩んでいくことになります。つまり日本における あ

らゆるシェルビー製品の製造販売、登録商標などについてシェルビーアジアに許可を受け な

ければいけないことになりました。 

 

■シェルビーアジアが正式に輸入するシェルビー製品について 

シェルビーアジアが正式に輸入する新車については、CSX シリーズは車検証では型式は

不 明、車名はシェルビーとなります。シェルビーアジア AP モデルについては、型式は不

明、 車名はスーパーフォーマンスとなります。シェルビーアジア以外の業者が日本に並行

輸入する際、車名はシェルビーとなっている場合、関係各機関よりシェルビーアジアに確認

の電話 が入り、場合によりましては輸入差し止め請求の手続きができることになります。 
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■取扱車種 
取扱車種は、コンテンポラリーや ERA などのリプロダクション・コブラから、現行生産を 

行っているシェルビーディストリビューション社のコブラ CSX シリーズ、デイトナクーペ

、 GT40、マスタングなど、シェルビーワールドにゆかりのある車種を中心としています。

もち ろん、希少なオリジナルカーもご用意できます。24 年間に渡って蓄積したノウハウは

、オ リジナルカーのヒストリーから詳細なディティールにまでおよんでいます。お客様にご

満足 いただくためにも、ボディワークからフレーム、足回り、エンジン、ミッション、イン

テリ ア、小さなパーツに至るまで、これまでのデータベースを最大限に生かし、1960 年代

の雰 囲気を大切にしたクルマをご提供します。長期に渡り、膨大な案件を扱ってきたことで

、キ ャロル・シェルビー氏やマイク・マクラスキー氏をはじめとする北米、英国、南アフリ

カな どのシェルビーワールド拠点や当時を知る本物のレーシング・コンストラクターやパー

ツ・ サプライヤーとの間に構築した強固なネットワークを駆使して、お客さまのご希望を充

分に 満たすクルマやパーツを供給してまいります。また大排気量車ゆえの悩みでもある熱対

策は もとより、ヒストリックカー特有のトラブルにも現代パーツとのバランスを吟味しつつ

、オ リジナルの雰囲気を壊さないよう「こだわり」を持って、取り組んでいます。この「こ

だわ り」こそが、大人の趣味として欠かせない大切なものだと私たちは確信しています。 

シェルビーアジアは、製造当時のオリジナルテイストを尊重し、これからもコブラ、GT40

、 マスタングを中心に、お客さまの永年の夢を実現するサポートカンパニーとして努力•邁

進 してまいります。日本の SHELBY WORLD HEAD QUATER として、皆様と喜びを分か

ち合えるシ ョップを目指しています。 また当社以外でお買い求めになられた車両のモディ

ファイやメ ンテナンスも受け付けています。 

 

■コブラについて 
63 年～70 年に生産されたオリジナルモデルは 289 コブラ（CSX2000 番台＝600 台生産）、 

427 コブラ（CSX3000 番台＝347 台）です。キャロル・シェルビー氏率いるシェルビーア

メ リカン社が、英国ＡＣカーズからボディ、フレーム、足回りの供給を受け、フォード製

のエ ンジンとミッションを組み付けて完成させました。その再生産モデルとして、98 年に

キャ ロル・シェルビー氏が率いるシェルビーアメリカン社が 40 年ぶりに復活させたのが 

CSX4000 シリーズです。オリジナルモデルではなく、レプリカでもありませんのでコンテ

ィニューシ ョンモデル（継続生産車）と呼んでいます。 

03 年、同社はシェルビーオートモービル社に社名と工場を変え、再スタート。グラスファ 

イバーボディはＨＳＴ社（メキシコ）、アルミニウムボディはカーカムモータースポーツ社 

（ポーランド）に生産を委託。06 年、同社はシェルビーディストリビューション社に社名 

を変え、スーパーフォーマンス社（南アフリカ）も委託生産に加わりました。現在、ＨＳＴ 

社は生産から撤退し、南アフリカのスーパーフォーマンス社によって半完成品（ローリング 

シャシー）がシェルビーディストリビューション社に送られて完成品になり、全世界にデリ 

バリーされています。 



■About Cobra 
 

 

 



■シェルビーアジア限定（アジアパシフィックモデル/ AP モデル） 

 

現在販売されている多くのセカンドハンド・コブラは、1960 年代当時のエンジンを使用 

し、エンジンミッションデフ等は 40 年前のものをリビルドして使用しているのが現状です。 

このような理由から乗られるたび、トラブルに見舞われる車両が少なくありません。 

AP モデルは世界で一番販売台数の多い Superformance 社「Mk.Ⅲ」をベースに、エンジン

ミッション、デフ、ボルトに至るまで全て新品のパーツを使用しています。 

こんなにおもしろい乗り物であるシェルビーコブラを、「もっともっと全国の方々、また 

アジアの方々に楽しんでもらいたい」という思いから生まれたのが、「シェルビーアジア 

AP（アジア・パシフィック）モデル」です。 

販売価格 10,800,000 円（登録諸費用除く） 

 

■圧倒的な存在感、美しいデザインされたボディ 
 

  

・撮影車両カラー：インディゴブルー＆ウィンブルドンホワイトストライプ 

※オプション：15 インチグッドイヤーイーグル、スタンダードマフラーガード、レーシングジャックパッド（ク 

ローム）、P700 ヘッドライト、アンバーウィンカー、牽引フック（イエロー）、コブラメダリオン（F/R）、427 

サイドエンブレム 

 

  

・撮影車両カラー：バイパースチールグレー＆ブラックストライプ＆ピンストライプ 

※オプション：ピンストライプオプション、18 インチホイールタイヤセット、レーシングジャックパッド（ク 

ローム）、コブラメダリオン（F/R） 



■60 年代を彷彿させるコックピット 
メーター類はスミス、スイッチはルーカスと、オリジナルを採用。 シフトレバー、 

サイドブレーキ、シートなどオリジナルのスタイルを踏襲。常に見て、触れるものだか

ら、ここは外せない最重要ポイント。 
 

  

※撮影車両オプション：グローブボックス、フロアマット 

 

■アメリカン V8 パワー 
わずか 1120kg のボディに 5L、340 馬力のエンジンを搭載。現代車では味わえない爆発的 

な加速をお楽しみください。 
 

 

※撮影車両 363cu.in（スモールブロック）を搭載。 

■エンジンスペック表 
 

 ブロック 総排気量 最高出力 最大トルク 価格 

302cu.in. Boss302（SB） 4949cc 340bhp 420Nm 標準装備 

363cu.in. Boss302（SB) 5948cc 500bhp 610Nm ¥800,000 

427cu.in. Boss351(SB） 6997cc 535bhp 739Nm ¥1,800,000 

482cu.in. 427(BB) 7899cc 575bhp 813Nm ¥2,300,000 

526cu.in. 356(BB) 8620cc 750bhp 895Nm ¥2,800,000 



■AP モデルは、トノカバー、ソフトトップの装備がございます。 

雨の多い日本にはとても便利なソフトトップ、サイドカーテン、トノカバーが装備されてい

ます。ソフトトップ、サイドカーテンは高速道路でも走行可能な設計となっています。 また

トノカバーはクルマから離れる際や、ヒーター動作時の熱を逃がしたくないときに役 

立ちます。（トノカバー/ 標準装備、 ソフトトップ/ オプション価格 180,000円） 
 

  

ソフトトップ、サイドカーテン装着車両 トノカバー装着車両 
 
 

     

ソフトトップ、サイドカーテン、トノカバーはキー付きのトランクルームに収納可能。 

 

■スペック・標準装備品 

【乗車定員・重量・寸法 】 
 

乗車定員 2 名 

乾燥重量 1120 kg 

全長×全幅×全高 4030×1780×1220 mm 
 

【エンジン】 
 

メーカー フォードモータースポーツ 

形式 OHV・V 型 8 気筒 

燃料供給装置 クイックフューエル社製 4 バレルキャブレター仕様（オートチョーク） 

総排気量 4949 cc 



最高出力 340bhp 

最大トルク 420Nm 

燃料タンク容量 65L 
 

【トランスミッション】 
 

メーカー 5 速マニュアルトランスミッション 
 

【ステアリング・サスペンション・ブレーキ】 
 

ステアリング 
15 インチ Moto Lita ウッドステアリング 

ラック＆ピニオン 

 

サスペンション形式 
フロント：ダブルウィッシュボーン＋コイルオーバースプリング 

リア：ダブルウィッシュボーン＋コイルオーバースプリング 

駆動方式 後輪駆動 

 

ブレーキ 

フロント：ハイドロリックアシスト付き 12 インチベンチレーテッドディスク 

＋4 ピストンキャリパー 

リア：11 インチベンチレーテッドディスク 
 

【標準装備品】 
 

エンジン レブリミッター付き マルチ点火システム 

 

 
ドライブトレイン 

ヒューランド社製リアエンド パワーアシ

スト付きブレーキ 

5 速マニュアルトランスミッション ニュートラルスタート

システム 

 

タイヤ＆ホイール 
15 インチタイヤ、     アルミホイール            

センターロックスピンナー 

 
 
 

 
エクステリア 

レーシングジャックパッド（ブラック） 

 キー付き燃料キャップ・フード ・トランク                 

リアフェンダーストーンガード  

ラジエーターストーンガード 

トノカバー 

 
 
 

インテリア 

燃料残量計                                   

運転席シートスライド                   

2 点式シートベルト                     

ドアポケット                               

キルスイッチ 

 

快適装備 
ヒーター＆デフロスター 

12V シガーソケット 



■シェルビーアジア AP モデルだけの特別なシリアルプレート 

ＡＰモデルには特別なシリアルプレートが付いています。弊社がシェルビーディストリ ビ

ューション社に依頼し、シェルビーアジアＡＰモデル専用シリアルプレートが付くよう にな

りました。弊社のＡＰモデルは世界で唯一の仕様となります。車検証もマニュファク チャー

がスーパーフォーマンス（自動車メーカー名。俗に言う車名です）シリアル番号は Ｓ ＡＡＰ(

シェルビーアジア・アジア・パシフィックモデル)。以降は製造番号の連番です。 このような

車体番号が付くようになり、一層リセールバリューと並行輸入車との差別化を 図っています

。 

 
 

■シェルビーアジア取扱車種 
 

 
 

 

 

ShelbyCobra427S/C CSX4000 シリーズ 新車販売価

格：1650 万円～（ＦＲＰボディ） 生産されたすべて

の車両はアメリカ SAAC（Shelby American 

Automobile Club）レジストリに正式登録さ れます。 

289 Cobra Slabside 

新車販売価格：1600 万円～（ＦＲＰボディ） 新車販

売価格：1960 万円～（アルミボディ） あのスティー

ブ・マックイーン氏もオーナーリストに 名を連ねて

いた“289 コブラスラブサイド”モデルが シェルビーア

メリカン社誕生 50 周年記念モデルとし て販売されま

した。 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ShelbyCobra 289FIA（CSX7000） 新車販売価格：

1250 万円～（ＦＲＰボディ） 新車販売価格：1560 

万円～（アルミボディ） キャロル・シェルビー氏

から認定を受けて １台ずつ車体番号の付いたプレ

ートが登録されたモ デル。 

289 Cobra Slabside 

新車販売価格：1600 万円～（ＦＲＰボディ） 新車販

売価格：1960 万円～（アルミボディ） あのスティー

ブ・マックイーン氏もオーナーリストに 名を連ねて

いた“289 コブラスラブサイド”モデルが シェルビーア

メリカン社誕生 50 周年記念モデルとし て販売されま

した。 
 

 

 

 
 

 

Superformance GT40 MarkⅠ、MarkⅡ 新車販売

価格：1600 万円～（ＦＲＰボディ） 1966 年～69 

年にレースシーンで活躍したフォード 

GT40.オリジナルを忠実に再現しており、多くの部品 

がオリジナルと互換性を持っています。また公式 

GT40 のレジストリ対象となっています。 

Superformance Daytona Coupe 新車販売価

格：1350 万円～（ＦＲＰボディ） 

1963～65 年にレースシーンで活躍したシェルビー

デ イトクーペ。そのコンティニューションモデルが

シェ ルビーディストリビューションの CSX9000 デイ

トナク 

ーペで SAAC のレジストリに正式登録されます。 
 

 

■車両価格に関しては、為替の変動により価格変更する場合がございます。



 

■ショールームのご案内 (現在移転設備中の為 仮営業所で営業中) 
 

 

営業時間：平日 AM10:00 ～PM20:00 

日曜 AM11:00 ～PM19:00 

アクセス：首都高速湾岸線「幸浦」インターチェンジから車で 3 分 

横浜横須賀道路「並木」インターチェンジから車で 4 分 

横浜シーサイドライン「幸浦」駅から徒歩 7 分 

 

■お問い合わせ 

ご質問、お見積りのご依頼等 お気軽にお申し出下さい。 

株式会社 シェルビーアジア 

代表取締役 田邉正剛 

〒236-0003 

住所：神奈川県 横浜市 金沢区 幸浦 2-16-4 

TEL：045-353-8631 

FAX：045-353-8632 

WEB：

http://www.shelbyasia.com E-

MAIL：info@shelbyasia.com ス

マートフォンからもアクセス。 
 

   

※ボディカラーは、印刷の具合で実際の色と多少異なって見える場合がございます。 

http://www.shelbyasia.com/
mailto:info@shelbyasia.com

