
by名車館
ENTHUSIASTIC CARS Specialty Shop & BUYER’S GUIDE

Evita
TEL.045-350-3807
■�〒221-0862�
神奈川県横浜市神奈川区三枚町691
■http://www.evita-mj.com

■定休日：月曜日
■営業時間：11:00〜19:00

人気の高いW113 SLや、気軽に楽しめるMG-Bまで、
エヴィータでは自社工場にて常に様 な々名車を仕上げ
ています。ホームページのストックリストに公開していな
い車輌も多数ございますので、「こんな車を探している」 

「こんな車を仕上げて欲しい」など、お気軽にご要望を
お聞かせ下さい。フルオリジナルに拘る方から、サーキッ
トへ持ち込みたい方、日常で普段使いができるようにし
たいという方まで、エヴィータではお好みに合わせてベ
ストな1台を提案致します。購入後のメンテナンスも万
全です。クラシックカーイベントに一緒に参加すること
もできますよ。ステキな輸入車ライフを送るために、ま
ずは一度ショールームへ遊びに来て下さい！

いろんな名車レストア中。詳しくはHPへ！

RANGERS
TEL.04-2937-1234	 TEL.03-5768-5766
■〒358-0046�埼玉県入間市南峯359-12 ■〒153-0053�東京都目黒区五本木2-25-9�ビルユークリ2F

■http://www.yoonjp.co.uk　　　　■定休日：月曜日　　　　■営業時間：10:30〜19:30
■サービス・パーツ販売：04-2937-1234　　　　■販売・査定買取：03-5768-5766

愛着のあるものを手を加えながら生涯大切にする。これは孤高の車ランドローバーと付き合う
スタイルです。本物であるからこそ所有する喜びとモノへの愛着が生まれます。RANGERS
ではあなたの唯一無二のランドローバーをきちんと修理し末永く乗り続けて頂ける状態に致し
ます。質の高い必要な整備が可能なのはランドローバーだけを扱うワンメイクプロショップです。
専門プロショップと他店との仕上がりに違いがなければ到底プロショップとは呼べません。 
専門店としての技術はもちろんUK独自ルートからのパーツ供給、最新専用テスターを完備し、
新旧問わずランドローバーを適正価格にてきちんとメンテナンス致します。
あなたがランドローバーに乗り続ける限りRANGERSは生涯あなたの愛車をサポート致します。
そしてランドローバーオーナーに与えるこの「安心」こそがプロショップとしての誇りなのです。

「一生もののランドローバー」

RANGERS車検点検一式	＋	リスクマネージメントプログラム点検診断
メンバー会員自動入会
RANGE ROVER ¥162,670-  Discovery ¥148,920-

RANGERS	DOCK	12ヶ月点検
メンバー会員自動入会
RANGE ROVER ¥41,790-  Discovery ¥31,290-

RANGERSコンピューターテスター診断&
アダプテーション
ランドローバー全モデル ¥8,400-

オイル交換フェア実施中！詳しくはHPまで
http://www.rakuten.co.jp/autofit/

コレツィオーネでは、経験豊富な熟練メカ
ニックが快適なラテン車ライフをサポート致
します。通常正規ディーラーにしかない専
用診断機「エグザミナー」も完備しています
ので、新旧モデルともに万全の体制が整っ
ております。法定点検時には必ずお車の
アップデートを施すことにより、細かなトラブ
ルも未然に防ぐことができます。

専門店ならではの信頼を

COLLEZIONE
TEL.03-5758-7007
■〒158-0082
　東京都世田谷区等々力7-2-32
■http://www.collezione.co.jp

■定休日：水曜日
■営業時間：10:00〜20:00

high	time	CORPORATION
TEL.042-795-7861
■〒194-0004
　東京都町田市鶴間688-9
■http://www.hightime.co.jp

■定休日：水曜日
■営業時間：9:00〜19:00

コンパクトながら十分な走りと快適性を備えた
VWゴルフ。そんな名車を長く大切に乗り続け
ることは、究極の“エコ”ではないでしょうか。ハ
イタイムコーポレーションではメンテナンスから
重整備までを全て自社工場で行っていますの
で、愛車の診断に一度いらして下さい。定期
的な予防でトラブルを未然に防ぐことができま
す。ゴルフはいつの時代にも最適な車ですよ。

何でもお気軽にご相談下さい！

Silky	6
TEL.03-5678-1124
■〒132-0025
　東京都江戸川区松江7-11-16
■http://m6-silky6.com

■定休日：年中無休（臨時休業アリ）
■営業時間：10:00〜19:00

ミーティングやオフ会はもちろん、大きな
イベント出展やデモカーの更なる進化な
ど、E24ファンの方にご満足いただける
よう昨年以上に様々な活動をしていきま
す。Silky6デモカーはマテスエンジンへ
載せ換え＆インテリアの細かい加工も進
行中。オリジナルの良さを残しつつ新し
いスタイルも提案していきます！

今年もシルキーシックスは進化します！

Garage	D.N.A.　
TEL.0299-27-6065
■〒315-0011
　茨城県石岡市正上内1-10
■http://www.garage-dna.com

■定休日：木曜日
■営業時間：10:00〜19:00

なかなか手を出しにくいと思われがちなアメ車の世界。間違ったイメージのせいで踏
み込めない方 を々、当店は豊富な経験とスキル
でサポート致します。事前に的確な整備を行うこ
とで、想像以上に快適なアメ車ライフを送れます。
また、欧州車とは違った個性溢れるクルマならで
はの様々な楽しみ方もあります。ドラッグレースも
そのひとつ。そういった仕様の制作も得意として
いますので、まずは何でもお気軽にご相談下さい！

メンテナンスからチューニングまでお任せ下さい！

茨城県

Garage ENZO
希少車・絶版車・欧州車全般 販売・買取・整備全般
TEL.029-878-0911　http://www.enzo.co.jp
〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3041-3

ガレージ大槻
ミニ・伊仏車販売・整備全般
TEL.0299-46-5692
〒319-0123 茨城県小美玉市羽鳥2812-14

Garage D.N.A.
アメ車販売・整備全般・チューニング
TEL.0299-27-6065　http://www.garage-dna.com
〒315-0011 茨城県石岡市正上内1-10

埼玉県

Auto Rimessa
欧州車全般 販売・買取
TEL.048-950-1616　http://www.auto-rimessa.com 
〒341-0004 埼玉県三郷市上彦名51-1

Figo Paso do Ble
伊仏英車販売・買取・整備全般
TEL.048-772-8549　http://www.figo.ne.jp
〒362-0014 埼玉県上尾市本町3-8-12

RANGERS
ランドローバー専門店 販売・整備・買取
TEL.04-2937-1234　http://www.yoonjp.co.uk
〒358-0046 埼玉県入間市南峯359-12
目黒営業所 TEL.03-5768-5766

千葉県

カーズカタオカ
スーパーセブン専門店 販売・買取・整備・パーツ販売
TEL.0439-87-6881　http://www.cars-kataoka.com  
〒293-0012 千葉県富津市青木421

東京都

arj エーアールジェイ
過剰品質時代のメルセデス・欧州車専門店
TEL.03-3704-7177　http://www.arjapan.co.jp
〒158-0086 東京都世田谷区尾山台3-28-4 

オールズリーワークス
ジャガー・ダイムラー専門店 販売・買取・整備
TEL.03-6808-2077　http://www.allesley-works.com
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西8-11-5

COLLEZIONE
伊仏車専門直販店 買取・整備全般
TEL.03-5758-7007　http://www.collezione.co.jp
〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-2-32 
自由が丘店 TEL.03-5701-8088

J-AUTO
W124など往年のメルセデス販売・買取・整備全般
TEL.03-5716-9999　http://www.jauto.co.jp
〒158-0095 東京都世田谷区瀬田3-2-1

シーザートレーディング
ロールスロイス＆ベントレー スペシャリスト
TEL.0424-80-2222　http://www.caesar.co.jp
〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘1-58-12

Silky 6
BMW E24 6シリーズ専門店 販売・買取・整備・パーツ開発
TEL.03-5678-1124　http://m6-silky6.com
〒132-0025 東京都江戸川区松江7-11-16

ツチヤトレィディング
低走行でレアなフェラーリ各モデルを中心に
TEL.03-3811-4171　http://www.tsuchiya-trading.co.jp 
〒113-0033 東京都文京区本郷7-2-9 スカラ グリジア 1F

ハイタイムコーポレーション
VWゴルフ・欧州車 販売・買取・整備全般
TEL.042-795-7861　http://www.hightime.co.jp
〒194-0004 東京都町田市鶴間688-9

ブレス
趣味の車専門店 販売・買取・整備全般
TEL.042-539-2268　http://www.blesscar.jp  
〒190-1214 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野3-6-5

プレミアムカーズ
プレミアム欧州車全般 販売・買取
TEL.03-5798-3261　http://www.premiumcars.jp 
〒108-0072 東京都港区白金2-3-17 ホワイトヒルズ白金 1F

ロペライオ
輸入車をこよなく愛する人達へ・・・ 欧州車・希少車 販売・買取
http://www.loperaio.co.jp

練馬ショールーム
TEL.03-3997-3000 東京都練馬区高野台3-15-35

世田谷ショールーム
TEL.03-03-5779-7100 東京都世田谷区若林1-18-10

セルカ戸田ショールーム
TEL.048-449-0001 埼玉県戸田市早瀬1-14-10

銀座ラウンジ
TEL.03-3569-8800 東京都中央区銀座6-3-7

神奈川県

ヴィンテージ湘南
クラシックカー・ヴィンテージカー専門店
TEL.0463-26-7340　http://www.c-b-c.cc
〒254-0073 神奈川県平塚市西八幡3-8-11

Evita
メルセデスベンツ・ジャガー・クラシックカー専門店
TEL.045-350-3807　http://www.evita-mj.com 
〒221-0862 神奈川県横浜市神奈川区三枚町691

CRED
希少車・輸入車全般 販売・買取・整備
TEL.044-829-1448　http://www.cred.co.jp
〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長1471-1

ZOOM CAR COLLECTION
ネオクラシック・希少車 販売・買取
TEL.045-478-2006　http://www.zoomcar.jp 
〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町328-3 

ZERO
アメリカンフルサイズバン販売・整備・カスタム
TEL.045-922-6300　http://www.zero-car.com 
〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町5801-11

滋賀県

ガレージクレヨン
空冷ポルシェ専門 販売・買取・整備全般
TEL.077-579-0009　http://www.crayon911.co.jp
〒520-0105 滋賀県大津市下阪本1-25-14

京都府

アンティークガレージ
ネオクラシックメルセデス 販売・買取・整備全般
TEL.075-573-3369　http://www.antiquegarage.net
〒607-8233 京都府京都市山科区勧修寺南谷町26

奈良県

ユニコムカーズ
奈良県唯一のルノー正規ディーラー
TEL.0743-64-3039　http://unicomcars.jp
〒632-0086 奈良県天理市庵治町292-1

大阪府

ジロン自動車
ヴィンテージカー販売・買取・整備全般/各ブランド正規ディーラー
TEL.06-6644-0010　http://www.jiron-auto.co.jp
〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-8-5

愛媛県

松山自動車販売
希少車・輸入車全般 販売・整備/ルノー正規ディーラー
TEL.089-972-2181　http://www.renault.jp/dealer/renault_matsuyama
〒790-0054 愛媛県松山市空港通2-12-10

徳島県

ルノーネクストワン徳島
フランス車販売・整備/ルノー正規ディーラー
TEL.088-674-8341　http://www.nextone.biz
〒779-3232 徳島県名西郡石井町石井城ノ内56-1

趣味のクルマ探し、まずは信頼できる専門店・主治医探しから！
名車館が推奨する、信頼の専門店




