名 車 館 by

ENTHUSIASTIC CARS Specialty Shop & BUYER’S GUIDE

名車館が推奨する、信頼の専門店

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！

www.evita-mj.com

TEL.045-350-3807

Evita

■〒221-0862

神奈川県横浜市神奈川区三枚町691

■定休日：月曜日

エヴィータ

■営業時間：11:00〜19:00

検索

やっと、クラシックカーの季節です！

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

RANGERS

ランドローバー専門店 販売・整備・買取

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

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

プレミアム欧州車全般 販売・買取

滋賀県

■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

ガレージクレヨン

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

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

神奈川県

奈良県

ヴィンテージ湘南

ユニコムカーズ

カーズカタオカ

クラシックカー・ヴィンテージカー専門店

■TEL.0439-87-6881
■http://www.cars-kataoka.com
■〒293-0012 千葉県富津市青木421

■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

東京都

Evita

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

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

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.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

ZERO

希少車・輸入車全般 販売・整備/ルノー正規ディーラー

静岡県

ALC MOTORS GROUP ランドローバー沼津

BMW E24 6シリーズ専門店 販売・買取・整備・パーツ開発

ランドローバー専門店 販売･車検･整備

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

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

http://m6-silky6.com

Starting Over
あの 頃 の 憧 れを、今 ・・・
BMW E24

検索

奈良県唯一のルノー正規ディーラー

愛媛県

■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

■定休日：年中無休
（臨時休業アリ） ■営業時間：10:00〜19:00

■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

■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

アメリカンフルサイズバン販売・整備・カスタム

TEL.03-5678-1124

■〒132-0025 東京都江戸川区松江7-11-16

ネオクラシックメルセデス 販売・買取・整備全般

千葉県
スーパーセブン専門店 販売・買取・整備・パーツ販売

- BMW 6 Series E24 Special Shop

アンティークガレージ

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

Silky 6

京都府

■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

■TEL.03-03-5779-7100 東京都世田谷区若林1-18-10

今年の夏はクラシックカーには厳しい暑さでした・・・。そろそろ秋も近づき、
クラシックカーイベントの季節が到来ですね。Evitaでは毎年様々なイベン
トやツーリングに顔を出しています。自慢の愛車で参加するのはもちろんで
すが、一度イベントを体験してから購入する車を悩みたい、という方のリク
エストもお応えしています。 初めての方もしっかりサポートしますので、安
心して楽しんでいただけますよ。まずは一度、お気軽にご相談下さい。
■10月に開催される
“ラ フェスタ ミッレミリア”
にもオースチンヒーリーBN1
で出走します。 応援よろしくお願いします！

松山自動車販売

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

www.jauto.co.jp
■定休日：月曜日

国内に僅か3000台。素晴らしき500E・E500を後世に残したい。
現 在、日本 国 内に存 在する5 0 0 E・E 5 0 0は約 3 0 0 0 台 程と言われています。
私 共ジェイオートは、この貴 重なM e r c e d e s - B e n zとP O R S C H Eが
生んだ傑 作を1 0 年、2 0 年 後にも素 晴らしいコンディションで
残していきたいと願っています。 整 備・点 検・板 金 塗 装、
他 店で御 購 入の方や、走 行フィーリングにお悩みの方も
是 非とも、弊 社 へお気 軽にご相 談 下さい。

■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

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

ゲレンデヴァーゲン＜W460＞もやってます！
KUIKのNEW GARAGE に仲間入りの
“カブリオレ”
！さらに個性を求める方にはオ
ススメのカブリオレです。そして後ろ姿もな
かなかのW460・・・。走り去る姿を想像
してみて下さい。2台並ぶとより一層引き
立ちますね。バラエティ豊かな＜W460＞
でお楽しみ下さい。

■営業時間：10：00〜19：30

ジェイオート

検索

