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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

栃木県

ドリームオート
希少スーパーカー専門店
TEL.0282-24-8620  http://www.dream-auto.jp 
〒328-0074 栃木県栃木市薗部町2-5-20

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

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

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

愛知県

KUIK（クイック）
W460ゲレンデヴァーゲン他、販売・整備・オリジナル制作
TEL.0561-54-1606　 
〒488-0024 愛知県尾張旭市井田町2-376

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 Evita

TEL.045-350-3807 ■〒221-0862　神奈川県横浜市神奈川区三枚町691　　　　■定休日：月曜日　　　　■営業時間：11:00〜19:00

「クラシックカー」と言ってしまうと、敷居の高さを感じたり維持費の面で
手を出せない方も多いと思います。こんな時代こそ、好きな車を気軽に、
そして思いっきり楽しむために、エヴィータでは入門編としても味わえる
ライトウェイトなスポーツカーを提案します。自社で全てレストアした
MG-Bやトライアンフなどなど、まずは一度試乗にいらして下さい。爽
快な吹け上がりと操る喜びは、車本来の楽しみ方を思い出させてくれ
るはず。お好みに合わせたモディファイはもちろん、これからの1台をご
予算に応じて仕上げることも可能ですよ。まずはお気軽に、お問い合
わせお待ちしております。

旧車入門編、MG-B揃いました！

http://www.evita-mj.com

この度RANGERS販売車輌2ndRANGE ROVERに新ビスポークプランが登場致しまし
た。今までの走る・曲がる・止まるの基本性能に重視した整備BespokeBプランに追加し、
新Bespokeプランではエアサス（コイルサス）＋エアコンメンテナンス1年保証が付いた
BespokeB＋αを基本メンテナンスプランに設定（3ヶ月一般保証付）し、お客様に安心して
RANGE ROVERライフを堪能頂ける様サポート体制を強化致しております。また、 
従来通り予備整備・内外装リニューアルを含めた完璧に仕上げるBespokeDプランも 
引き続きご用意させて頂いております。RANGERSではお客様のスタイルに合わせた
Bespokeをご提案させて頂きます。
販売車両・Bespokeプランについてのお問い合わせ先 Rangers目黒：03-5768-5766

2ndレンジローバー 新ビスポークプランB＋α

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

■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

UKラギッドスタイルキャンペーン 第2弾
「本物には理由がある」乗換えキャンペーン
レンジローバー購入時、下取車を25万円アップサポート（対象Bespokeプラン車輌）

同時開催　欧州基準UKディーゼル輸入車バックアップサポート
UK輸入車2ndレンジローバー・3rdレンジローバー・Disco2・Disco3対象
全車統一保証 1年間　期間：2010/4/1〜2010/6/30まで

http://www.yoonjp.co.uk

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

整備・メンテナンスというと、壊れた箇所を直し、
費用がかかるというネガティブなイメージを持たれ
る方が多いでしょう。しかし旧い車を所有すると
いう喜びの中には、メンテナンスをする楽しさも
含まれています。大きなトラブルを事前に防ぐの
はもちろん、小さな調整でも変化が体感できる
のは旧車ならでは。様々なメンテナンスメニュー
を楽しく解説しているHPもぜひご覧下さい。

愛車のメンテナンスを楽しみましょう！

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

コンディションの良いものが本当に少なくなってきたE24。当社が自信を持って販売
できる車輌は、探してもなかなかありません。オーナーさんのもとでずっと大切にされ
てきたE24が世に出回ることは稀です。しかしシ
ルキーシックスでは専門店ならではのネットワーク
から、ほぼ新車状態で保管されていたような1台
や、希少アルピナまでを販売車輌として扱うこと
ができています。一生モノをお探しの方、ぜひ
ご連絡をお待ちしております。

販売車輌に自信アリ！

KUIK （クイック）
TEL.0561-54-1606
■〒488-0024
　愛知県尾張旭市井田町2-376
■定休日：水曜日

■営業時間：9:00〜20:00

KUIKでは、W460を身近に楽しんでいただける
方々のご相談役をさせていただいております。 
興味があってもなかなか愛車にし難い・・・、 
是非当社でW460を御試乗下さい。W460を
所有しているが、メンテナンスでちょっと困って・・・、
どうぞ何なりとお問い合わせ下さい。車好きなオー
ナーKUIKがお話しさせていただきます。※こんな
ミリタリーグリーンのデモカーも制作しています！→

ゲレンデヴァーゲン専門店ではございませんが・・・

認定 名車館

“趣味のクルマ”探し、ガレージには珠玉の名車を

ようこそ「名 車 館」へ

http://meisha.ninteicyukosha.com


