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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

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
■〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-23-3 

A List Garage
ポルシェ、フェラーリ専門店 販売･買取･車検･整備

■TEL.03-3784-2211　
■http://www.alist-garage.com
■〒142-0054 東京都品川区西中延1-8-19

オートスポーツ
東京港区のポルシェ専門店 販売･買取･整備

■TEL.03-3224-1121　
■http://www.autosports.jp
■〒106-0044 東京都港区東麻布1-27-8

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

クリーブランド
ランドローバー･ディフェンダー専門店

■TEL.03-3329-0081　
■http://www.cleveland.co.jp
■〒168-0074 東京都杉並区上高井戸2-1-15

サエキ
輸入車専門店 販売･買取･整備全般

■TEL.03-3690-2335
■http://www.g-saeki.com
■〒125-0063 東京都葛飾区白鳥4-11-24

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

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

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.03-5619-4055　
■http://www.premiumcars.jp 
■〒130-0014 東京都墨田区亀沢１-２５-９ 福山ビル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

ZOOM CAR COLLECTION
ネオクラシック・希少車 販売・買取

■TEL.045-482-3256　
■http://www.zoomcar.jp 
■〒224-0036 神奈川県横浜市都筑区勝田南1-1-40グレース代官Ⅰ  

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

静岡県

ALC MOTORS GROUP ランドローバー沼津
ランドローバー専門店 販売･車検･整備

■TEL.055-925-1132　
■http://www.alc-mg.com 
■〒410-0012 静岡県沼津市岡一色184-8

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

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

Starting Over
　　　　　　あの頃の憧れを、今・・・

BMW E24 検索

Silky 6  -BMW 6 Series E24 Special Shop
TEL.03-5678-1124
■〒132-0025  東京都江戸川区松江7-11-16　 ■定休日：年中無休（臨時休業アリ） 　■営業時間：10:00〜19:00 http://m6-silky6.com

納得の査定金額
輸入車を売るなら輸入車を知り尽くしたプロにお任せ下さい。
納得できる査定金額をご提示できる自信があります！

愛車を高く売りたい方他店の査定金額に納得できない方
是非一度お電話下さい！！

オートスポーツ買取査定ホットライン

03-3224-1121

ポルシェ買取No.1
年間200台以上の販売実績！！ 在庫保有台数40台〜50台！！
業界屈指の販売力を誇るオートスポーツだからこそ出来る買取価格をご提示いたします。
ポルシェを上手に売りたい方は是非ご相談ください。

全国無料出張査定
スタッフが全国どこへでも
お伺い致します。遠方の方も
遠慮せずご依頼下さい。安心のその場で

現金にてお支払い
（一部高額車は、お振り込み扱いに

なる場合がございます）

各種事務手続き
代行費用もすべて無料
査定料、出張料、ローン中の

おクルマの事務手続き料などすべて
無料でおこなっています。

確実な名義変更
2週間以内に名義変更の
手続きを行い、完了した旨を

ご連絡致します。

クルマを熟知している
専門スタッフが直接査定

低走行車、1オーナー車、記録簿付車、
オプション装着車、ガレージ保管車など
プラスアルファの査定を行っておりま
すのでスタッフまでどんな事でも

アピールして下さい。5つの　
約束

auto sports TEL.03-3224-1121
検索■東京都港区東麻布 1-27-8　　　■定休日：水曜日　　　■営業時間：10:30〜20:00

www.autosports.jp
ポルシェ　オートスポーツ

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

ゲストルームのトレーラーハウスもNEW GARAGE
に引越し完了！ 雪道での4WD車のS・O・Sも難
なくこなす＜W460＞、トレーラーハウスも・・・

ゲレンデヴァーゲン＜W460＞もやってます！

KUIK （クイック）

8月第3土曜日、恒例のKUIK Party！ 
今年も皆様に楽しんでいただきました。
来年はあなたも是非遊びにいらして下さい。

国内に3000台。500E/E500の素晴らしさを後世に残すために。

J-AUTO　株式会社ジェイオート TEL.03-5716-9999
■〒158-0095　東京都世田谷区瀬田3-2-1　■定休日：月曜日/第1第3日曜日　　　■営業時間：10：00〜19：30

www.jauto.co.jp
ジェイオート 検索

現在、日本国内に存在する500E/E500は約3000台と言われています。
ジェイオートは、この貴重な3000台を10年後、
20年後も素晴らしいコンディションで残していきたいと強く思っています。
私共は一年中500E/E500だけを見続けています。
他店で購入された方、コンディションや維持費でお悩みなら
ぜひ一度診断をさせて下さい。

最近メルセデスやMGの露出が多くなっていますが、エヴィータは創業
時から変わらずジャガーもやっています！XJ6のシリーズ1を中心に、現
代でも遜色無く快適に乗れるよう仕上げております。デザインは似て
いても、その後のジャガーたちとは何か味わいが違うんですよね。シリー
ズ1の雰囲気を生かしたオリジナルから、完全に自分好みのスタイルま
で、様々な要望にお応えします。クーペやオープンカーも良いですが、
セダンのクラシックカーは存在感が抜群ですよね。程度の良いジャガー
が見つからずお悩みの方、一度ご相談下さい！

ジャガー XJ、いかがですか？

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

www.evita-mj.com
エヴィータ 検索


