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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

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 

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

メルセデス･ベンツ品川 サーティファイドカーセンター
メルセデス･ベンツ正規ディーラー

■TEL.03-5479-1700
■http://www.stern-s.co.jp
■〒140-0002 東京都品川区東品川3-28-25

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

セントラルファクトリー
■TEL.048-449-0005 埼玉県戸田市早瀬1-13-21

PDIセンター
■TEL.048-421-0333 埼玉県戸田市早瀬1-20-3

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.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

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

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

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

車輌プロフィール
メルセデス・ベンツ500E（ポルシェファクトリー生産モデル）
初年度登録1992年（正規輸入モデル）
走行距離： 15,390キロ
ボディカラー： ブルーブラック
価格：7,980,000円

奇跡のメルセデス・ベンツ 500E

メルセデス・ベンツ品川 サーティファイドカーセンター

Tel.03-5479-1700
■東京都品川区東品川3-28-25　
■営業時間：9:00～17:30 （平日・土）10:00～17:00（日） ■定休日：祝日

※本車輌お問い合せは専任担当飯岡迄お願い致します。 Eメール：iioka@stern-s.co.jp

www.stern-s.co.jp
ベンツ品川 検索

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 （クイック）

Geländewagen W460

 KUIK!

Starting Over
あの頃の憧れを、今・・・

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

Silky 6
http://m6-silky6.com
BMW E24 検索- BMW 6 Series E24 Special Shop

W121、W113、R107、各世代とも人気の高い
SLがショールームに並びました。190SLはレッドとシ
ルバー、230SLはグレー、500SLはブラック、あな
たのイメージに合うのはどれでしょうか？ぜひ試乗して
その楽しさを味わっていただきたいと思いますので、
事前にご連絡のうえお気軽にご来店下さい。エヴィー
タの得意車両であるSL、この他にもご相談ご要望
にお応え致します。

クラシックなSL揃ってます。

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

RANGERSでは車輌販売時に10年先までを見据えた徹底した整備を行うと同時に、オー
ナー様から個々にご希望をお伺いし、小さな内装の補修からボディーの塗装まで、ご納得いた
だけるレンジローバーを一台一台を誂えさせていただいております。RANGERSのビスポークプ
ランに決まりごとはありません。あなたが理想とするレンジローバーのイメージを遠慮なく私たち
にお聞かせください。ご希望の方には実際のビスポーク例も実車で
ご覧いただけます。もちろん、現在レンジローバーにお乗りの方の 
修理や整備、リフレッシュのご相談も随時受け付けております。

■ご相談窓口：目黒店 03-5768-5766

レンジローバー、ビスポーク進行中･･･

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

www.yoonjp.co.uk
レンジャース レンジローバー 検索

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

94年　検2年付　走行11.0万km　モスウッドグリーン　右H　AT　
フル装備　All New Paint & オリジナル本革コンビシートで内外装ビスポーク済み　
保証付き　[リ済別]

¥3,280,000

LANDROVER RANGE ROVER CLASSIC Vanden Plas



名 車 館 が 推 奨 す る 、 珠 玉 の 一 台 ENTHUSIASTIC CARS Specialty Shop & BUYER’S GUIDE
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