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！

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

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

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

■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

カーズカタオカ

■TEL.03-03-5779-7100 東京都世田谷区若林1-18-10

世田谷ショールーム

スーパーセブン専門店 販売・買取・整備・パーツ販売

セルカ戸田ショールーム

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

神奈川県

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

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

プレミアム欧州車全般 販売・買取

千葉県

東京都

愛知県

■TEL.048-449-0001 埼玉県戸田市早瀬1-14-10

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.045-300-3750
■http://www.c-b-c.cc
■〒246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台1-3-2横浜サウスプラザ三ツ境

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

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

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

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

検索

来年もいろんなイベントにお邪魔します！
ここ数年、ますます盛り上がってきたクラシックカーイベン
ト。 今年も多くの方々に支えられて、多数参加させていた
だきました。古い車を扱うには、まず我々もその楽しみ方を
熟知するのが一番！ 来年は、初心者の方も気軽に参加
できる環境作りにもっと励んでいきたいと思います。少しで
もご興味のある方は、遠慮なくEvitaまでご相談下さい。
ステキな趣味生活をサポートさせていただきます！

RANGERS

TEL.04-2937-1234

■〒358-0046 埼玉県入間市南峯359-12

TEL.03-5768-5766

■〒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 ■サービス・パーツ販売：04-2937-1234

www.yoonjp.co.uk

■営業時間：10:30〜19:30 ■販売・査定買取：03-5768-5766

レンジャース レンジローバー

検索

「あなたのための一台をBespokeします･･･」
40年前のデビュー以来、世界の自動車ファンから熱い注目を集め続けるレンジ
ローバー。英国の伝統と魂を注ぎ込まれた、
この究極の4×4ヴィークルをあなた
だけの1台に誂える・
・
・。それが私たちのご提案するビスポーク・プランです。
RANGERSは4000台以上にのぼるランドローバー車整備実績により磨きあ
げられたプロショップの誇りと実力で、
オーナー様に10年単位でレンジローバー
に乗り続けていただくための各種サポートをご提供しております。ランドローバー
のご購入から整備、修理、
カスタムまで、お気軽にお問い合わせください。
■ご相談受付:RANGERS目黒 03-5768-5766

LANDROVER RANGE ROVER 4.6 オートバイオグラフィ

96年 検2年付 走行13.0万km ウイローグリーン
右H AT オリジナルレザーシート＆ウッドパネル特別仕様車
サンルーフ [リ済別] 世界限定200台のスペシャルヴィークル

¥2,280,000

奈良県

ユニコムカーズ

エヴィータ

■営業時間：11:00〜19:00

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

LANDROVER CLASSIC RANGE ROVER Vanden Plas

93年 検2年付 走行8.6万km モスウッドグリーン
右H AT 外装ハイクオリティオールペイント済み車輌
ブラックバンパー [リ済別]

¥2,280,000

■定休日：年中無休
（臨時休業アリ） ■営業時間：10:00〜19:00

Starting Over

http://m6-silky6.com

BMW E24

検索

あの 頃 の 憧 れを、今 ・・・

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

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。

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

明けまして
おめでとうございます
今年も皆様のご来店お待ちしております
〜元旦より営業

KUIK 〜

■営業時間：10：00〜19：30

ジェイオート

検索

