MEISYAKAN

BIG CAT ENGINEERING

ビッグキャット エンジニアリング

Tel.03-3925-2141

〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-14-8

ビッグキャット エンジニアリング

検索

www.bigcat-e.com

■定休日：水曜日 ■営業時間：10:00〜20:00

SHOP MESSAGE

Jaguar E-type 4.2 改3.8

66年 検27/7 紺メタリック/内装ブルー 右H 4速AT（ZF4HP22） クーラー パワステ 集中ドアロック
べンチレーテッド4ポットフロントブレーキ ベンチレーテッドリヤブレーキ 本革内装 ウッドメーターパネル
15インチウッドステアリング パワーウィンドウ リヤ熱線 オイルクーラー ヘッドレスト付リクライニングシート
ETC ［リ済込］ CMCレストア車 快適装備も満載のありえへんEタイプ！

¥9,500,000

JIRON

BUCKLER DD2

58年 検25/12 イエロー 右H MT チューブラーフレーム
1957年MGA1500チューニングエンジン ウェーバー 45DCOEキャブ
サイドマフラー レーシングタイヤ（CR65）＋ワイヤーホイール4本別途有
［リ済込］

￥7,800,000

Tel.06-6644-0010

ジロン自動車

DATSUN 1000

58年 検無し 走行不明 ブラック
右H コラム3MT レストアベース ［リ未別］
詳細は毎日更新
（What's New)のHPへ! ジロンで検索!

J-AUTO

■定休日：年中無休

59年 検26/11 走行不明 レッド
左H 4MT アルミボディ
機関良好 内外装グッドコンディション！ 必見！ ［リ済別］
詳細は毎日更新
（What's New)のHPへ! ジロンで検索!

¥ ASK

Tel.03-5716-9999

ジェイオート

Mercedes-Benz 500E

92年 検27/6 走行11.0万km ブリリアントシルバー
左H AT フル装備 レザーシート CD エアバッグ AW ABS
D車 記録簿 ［リ済別］

¥2,800,000

Bless

¥ ASK

■営業時間：平日：9:00〜19:00

ジロン

Renault Alpine A110 1600S

71年 検無し 走行不明 ブルーメタリック
左H 5MT バケット2座 ロールゲージ ウェーバー 45 ［リ未別］
詳細は毎日更新
（What's New)のHPへ! ジロンで検索!

¥ ASK

93年 検26/11 走行9.5万km ブリリアントシルバー
左H AT フル装備 レザーシート CD エアバッグ AW ABS
D車 記録簿 ［リ済別］ STANDOX全塗装施工中！

¥2,980,000

検索

www.jiron-auto.co.jp

土日・祝日：10:00〜19:00

Morgan 4/4

4seater

86年 検27/4 走行2.0万km ホワイト
右H 5MT リアキャリア センターロックメッキワイヤーホイール
希少4人乗り 程度良好 D車 ワンオーナー ［リ済別］
詳細は毎日更新
（What's New)のHPへ! ジロンで検索!

¥ ASK

〒158-0095 東京都世田谷区瀬田3-2-1
■定休日：月曜日 ■営業時間：10:00〜19:30

Mercedes-Benz 500E

Tel.042-539-2268

ブレス

64年 検2年付 ダークグリーン/内装グリーン 右H フルシンクロG/B
4速＋OD 鍛造ピストン Dタイプカム LSD-IRSリヤ
ベンチレーテッドFブレーキ ポリカーボネートスクリーン
ペグドライブホイール ETC ［リ済込］

〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-8-5

Lancia Appia GTE Zagato

¥ ASK

Jaguar D-type R オールアルミボディ

ビッグキャットエンジニアリングはEタイプ・マークⅡを中
心としたクラシックジャガーの専門店です。販売、買
取、車検、整備、新規登録から、クオリティにこだわっ
たフルレストアまでクラシックジャガーのことなら当店に
お任せください。

ジェイオート

検索

www.jauto.co.jp

Mercedes-Benz E500

94年 検26/6 走行10.7万km ブルーブラック
左H AT フル装備 レザーシート CD エアバッグ サンルーフ
AW ABS 新車並行 記録簿 ［リ済別］
最も生産台数の少ない94モデルのE500！

¥2,680,000

AMG 560SEC Wide Version

91年 検25/10 走行4.5万km ブルーブラック 左H AT
フル装備 黒皮革RECARO CSE CD エアバッグ サンルーフ AW
ABS D車 記録簿 ［リ済別］ M119ヘッド搭載の希少なディーラー車
徹底整備済みの特筆すべきコンディション！

¥ ASK

〒190-1214 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野3-6-5
■定休日:毎週月曜日・第2火曜日 ■営業時間:平日:10:00〜20:00 日曜・祝祭日10:00〜19:00

オートモービルアシストブレス

検索

www.blesscar.jp

SHOP MESSAGE

Rolls-Royce Silver Shadow Ⅰ

75年 検2年付 走行5.3万km セイシェルブルー 右H コラムAT
フル装備 クリームレザーシート パワーシート ウッドパネル
純正ラジオ・トラック
（完動） ムートンマット D車 取説 記録簿
ケース付 ［リ済別］ 内外装美車！ 機関良好！

¥4,580,000

BENTLEY T-2

79年 検26/12 走行8.0万km モカブラウン 左H コラムAT
フル装備 ベージュレザーシート パワーシート ウッドパネル
（リペア
済） HDDナビ 地デジ ETC キーレス ［リ済別］
内外装自信有り！ 機関良好！ 希少T-2

名車 館

E n thusia sti c C ars Gu ide

自動 車 趣 味 人に送る、現 代にはない魅 力溢れる名 車たち。

ブレ
#1
ス
趣味
的
楽 し 車 の #2
み方
#3

愛車
趣味 の買取
引継 車の価 もご相
談
ぎま
値
す。 が分 下さい
かる
人に 。

¥4,580,000

Mercedes-Benz 190E 2.5-16V

93年 検25/9 走行12.4万km ブルーブラック 左H AT
フル装備 ブラックレザーシート パワーシート CD エアバッグ
サンルーフ 純正AW ETC キーレス D車 取説 記録簿 ［リ済別］
内外装美車！ 機関良好！

安心して楽しむ
自社工場にてベテランメカニックがあなたの主治医となって
サポート致します。重整備からレストアまでご相談下さい。

リーズナブルに楽しむ

高 価な部 品や欠 品パーツも独自ルートで調 達。ウッドの
リペアや幌の張替え等も自社で行いますので、できる限り
安価で提供できます。

走らせて楽しむ
年2回、Bless的趣味車ツーリングを開催。 車種も年齢層
もバラバラの気軽なツーリングで、爽快に走ります。

¥1,480,000

主に60〜90年代の個性溢れる趣味車を取り揃えてお
ります。維持やメンテナンス等の不安もぜひご相談下
さい。自社工場と、独自ルートによるパーツ調達で、
リーズナブルに趣味車ライフを送るお手伝いをさせて
いただきます。HPでブログも更新中！

Tel.045-300-3750

〒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
■定休日：不定休

ヴィンテージ湘南

検索

www.c-b-c.cc

■営業時間：10:00〜19:00

SHOP MESSAGE

Mercedes-Benz 250S Sedan

67年 検2年付 走行不明 グレー 内装バーガンディ MBテックス
左H コラムAT クーラー D車 機関・内外装良好 ［リ済別］

Ferrari 328 GTS

Mercedes-Benz 500E

87年 検26/6 走行6.2万km ロッソ 内装ビアンコ
左H MT タイミングベルト交換済み 新車並行 ［リ済別］

¥2,950,000

93年 検25/10 走行4.7万km シルバー 内装ブラックレザー
左H AT フル装備 D車 機関・内外装良好 ［リ済別］

¥4,950,000

¥1,980,000

Garage ENZO

ガレージエンゾウ

TEL.029-878-0911

ENZO

〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3041-3
■定休日：年末年始・GW

■営業時間：平日：10:00〜20:00

AMG 560SEC 6.0-4V

検索

www.enzo.co.jp

祝祭日：11:00〜18:00

Mercedes-Benz S350

90年 検26/2 走行10.3万km ブルーブラック 左H AT
フル装備 レザーシート HDDナビ
（2010年地図） MD サンルーフ
AW ABS バックカメラ キセノン パワーシート シートヒーター
ETC ［リ済別］ AMGジャパン正規輸入車

05年 検26/12 走行2.4万km オブシディアンブラック 左H AT フル装備
ABS エアバッグ ESC キーレス HDDナビ サンルーフ 本革シート
ETC ディスチャージドランプ フルエアロ AW ラグジュアリーパッケージ
AMGスタイリング COMANDシステム ［リ済別］

Mercedes-Benz 300TDT

BMW X3 xDrive35i Mスポーツ

¥5,480,000

83年 検無し 走行15.3万km シルバー
左H AT フル装備 CD D車 ［リ未別］
純正アルミホイール スタッドレスタイヤ付

¥1,580,000

COLLEZIONE

¥4,280,000

11年 検26/12 走行2.1万km アルピンホワイト
右H AT フル装備 レザーシート フルセグHDDナビ CD
エアバッグ AW ABS キセノン パワーシート シートヒーター
ツインスクロールターボ ［リ済別］

¥5,280,000

TEL.03-5758-7007

コレツィオーネ

SHOP MESSAGE
Garage ENZOは、価値あるクラシックカーから希少なスーパーカー
まで、欧州車全般を取り揃えた専門店です。趣味の車を楽しみた
い方、憧れの1台をガレージに並べたい方、ぜひ一度ショールーム
へ遊びにいらして下さい。併設の自社工場にてメンテナンスやレス
トアも行いますので、購入後も万全サポートさせていただきます。

Lamborghini Diablo

92年 検無し 走行3.3万km ロッソ
左H MT レザーシート AC PW AW
［リ未別]

PORSCHE 911 Turbo

ETC

新車並行

91年 検25/8 走行5.3万km ポーラシルバー 左H MT
フル装備 レザーシート エアバッグ AW ETC D車 ［リ済別］

¥5,980,000

¥8,480,000

LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE

ETC

メルセデス、ポルシェ、そしてさらにレアなヴィンテー
ジカーも多数入庫しています。お探しのお車がありま
したら、どうぞご遠慮なくご相談下さい。お問い合
わせ・ご来店、お待ちしております。

MEISYAKAN

VINTAGE SHONAN

ヴィンテージ湘南

05年 検26/7 走行7.0万km バッキンガムブルー 右H AT
フル装備 ABS エアバッグ DVDナビ サンルーフ 本革シート
ETC バックカメラ AW ESC シートヒーター ステアリングヒーター
DSC ディスチャージドランプ ［リ済別］

¥2,580,000

■〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-2-32
■定休日：火曜日 ■営業時間：10:00〜20:00

FORD FISHER FURY

96年 検無し 走行不明 ブラック
右H MT 1700ccエンジン FRPボディ 車重560kg ［リ未別］
希少イギリスフォードのキットカー

¥1,780,000

コレツィオーネ

検索

www.collezione.co.jp

SHOP MESSAGE

COLLEZIONE

コレツィオーネ

TEL.03-5758-7007
■〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-2-32

¥9,580,000

コレツィオーネ

検索

www.collezione.co.jp

Lancia Delta integrale collezione

95年 検26/4 走行7.2万km ボルドー 左H 5MT フル装備 AW ABS
クイックシフト ABCペダル フットレスト 本国ヘッドライト カーボンボンネット
ビルシュタイン車高調サスペンション マフラー 4WD D車 記録簿 ［リ済別］
ディーラー最終限定車

¥3,380,000

VINTAGE SHONAN

ヴィンテージ湘南

TEL.045-300-3750

全国出張無料査定致します。

ホームページリニューアル

コレツィオーネでは熟練の買取スタッフが極

この度、ホームページをフルリニューア
ル致しました。在庫車両、そして入庫
予定のヴィンテージカーを、多くの画像
とコメントとともにご覧いただけます。国
内外から集めたレアなクルマたちをじっ
くりとお楽しみください。

上のラテン車を求めて全国を飛び回ります。
オーナー様のこだわりまでも考慮する事で、
そのクルマの価値を正確に把握しご納得い
ただける価格をご提示できるよう努めており
ます。オーナー様の愛情をしっかり受け継
ぎ、私達の愛情も込めて新しいオーナー様
へ お 届 けします。まず はHPの 無 料 査 定
フォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

ヴィンテージ湘南

■〒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

これからも希少なヴィンテージカーを皆
様にお届してまいります。

検索

www.c-b-c.cc

自動 車 趣 味 人に送る、現 代にはない魅 力溢れる名 車たち。

¥11,880,000

Ferrari 360 Modena

03年 検26/11 走行2.6万km ロッソバルケッタ 左H 6MT フル装備
クオイオレザー HDDナビ 地デジTV チャレストAW リアチャレンジグリル
スクーデリアバッチ キセノン D車 記録簿 ［リ済別］
タイミングベルト・クラッチ交換済み

名車 館

06年 検27/4 走行1.7万km ブルーツールドフランス 左H セミAT フル装備
F1マチック パドルシフト ベージュレザー 電動シート HDDナビ スクーデリアバッチ
純正18&19AW ブレンボ製ブレーキキャリパー キセノン 新車並行 記録簿 ［リ済別］
タイミングベルト一式交換済み

En thusi asti c C ars G uide

Ferrari 612 Scaglietti

イタリア車・フランス車を中心に、
“クルマのある生活”の
楽しさをプレゼンテーションしています。専門店ならではの
高品質な車両をぜひご覧下さい。購入後のアフターサー
ビスも万全です。また、お車の買取も積極的に行っており
ますので、全国どこでもお気軽にお問い合わせ下さい。

MEISYAKAN

arj

Tel.03-3704-7177

エーアールジェイ

〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-23-3

arj W124

検索

www.arjapan.co.jp

■定休日：火曜日 ■営業時間：9:30〜19:30

SHOP MESSAGE

Mercedes-Benz SL350

03年 検26/11 走行1.6万km アラバスターホワイト 左H AT フル装備 ブラックレザー HDDナビ
地デジTV エアバッグ AW ABS レザーインテリア シートヒーター 内装パネル ホワイトメーターパネル
クルーズコントロール 電動バリオルーフ リアビューカメラ コイルサスモデル 屋内保管 D車 ワンオーナー
取説・記録簿・車検証ケース ［リ済別］ 各種リコール対策済み ホイールガリ傷無し！

¥ ASK

Auto Rimessa

Mercedes-Benz 280E

81年 検25/12 走行13.9万km マニラベージュ 左H 3AT
フル装備 CD AW ETC D車 ワンオーナー取説・記録簿
［リ済別］ 足立33ナンバー ハーネス類・エアコン・AT等O/H済み
内外装レストア済み！

¥3,680,000

FIGO Paso do Ble

RENAULT MEGANE RS F1 Team LTD edition
06年 検無し 走行4.9万km アルプブルー
左H 6MT フル装備 純正レカロシート エアバッグ AW ABS
ETC キーレス 新車並行 ワンオーナー 記録簿 ［リ済別］
希少F1チームLTD限定車！

¥1,880,000

RENAULT NEXTONE Tokushima

ルノーネクストワン徳島

RENAULT KANGOO

¥1,480,000

Alfa Romeo 156 GTA 3.2 V6 24V

¥980,000

Mercedes-Benz G350 BlueTEC Cabriolet

12年 検27/9 走行0.6万km オブシディアンブラックM 左H AT フル装備 ブラックレザー
ドライビングダイナミックシート ベンチレーター ストラーダHDDナビ 地デジTV CD エアバッグ
AW ABS 電動ソフトトップ キセノン ETC バックカメラ キーレス 新車並行 ワンオーナー
記録簿 ［リ済別］ 希少カブリオレディーゼルターボ！

ETC

2ドア

¥1,800,000

HEEL&TOE DEVELOPMENTS

検索

www.ht-d.com

¥10,980,000

Maserati Gran Turismo Sport

¥ ASK

FIGO Paso do Ble

LANCIA YPSILON 1.3 JTD multijet DFN

¥1,580,000

FIAT 500 cinquino

08年 検25/10 走行2.2万km イエロー 左H 5MT フル装備
CD エアバッグ AW ABS ETC ZATTI SPORTS制作
ビルシュタイン車高調 新車並行 ワンオーナー 記録簿 ［リ済別］
本国仕様の限定車チンクィーノ

¥1,780,000

ルノーネクストワン徳島

検索

www.nextone.biz

RENAULT LUTECIA

07年 検26/8 走行2.0万km ボルケーノ・ルージュ M
右H 4AT フル装備 HDDナビ
（イクリプス・アナログ） CD
エアバッグ AW ABS ETC 5ドア ［リ済別］

RENAULT 4

88年 検無し 走行11.0万km ヴェール
左H 4MT ETC キャンバストップ 5ドア ［リ済別］

¥850,000

ムラタ商会
TEL.045-922-6300

検索

www.figo.ne.jp

07年 検26/6 走行5.6万km ネロ 左H AT フル装備 ベージュアルカンタラ
カロッツェリアサイバーナビ 地デジ ミュージックサーバー エアバッグ 前後ガラスサンルーフ
AW ABS ETC バックソナー 社外レーダー探知機 新車並行 ワンオーナー 記録簿 ［リ済別］
希少ターボディーゼル！

SL HOUSE
ZERO
ゼロ

検索

13年 検28/2 走行0.2万km ネロカルボニオ 右H AT フル装備
ブラックレザー（赤ステッチ） HDDナビ 地デジTV バックカメラ エアバッグ
20AW ABS キセノン ETC レッドキャリパー D車 ワンオーナー
記録簿 ［リ済別］ MCオートシフト フェイスリフト後モデル

〒779-3232 徳島県名西郡石井町石井字城ノ内56-1
■定休日：月曜日 ■営業時間：10:00〜19:00

06年 検無し 走行1.8万km ノワール・メタルM
左H 6MT フル装備 CD エアバッグ AW ABS
［リ済別］

TEL.0466-22-4331

アウトリメッサ TUT

www.auto-rimessa.com

〒362-0014 埼玉県上尾市本町3-8-12
■定休日：水曜日 ■営業時間：10:30〜20:00

03年 検26/2 走行11.6万km デイトナブルー 左H 6MT フル装備
モンテカルロレザー CD エアバッグ AW ABS
LINEマフラー 社外アルミラジエター タイミングベルト交換済 ETC キーレス
D車 記録簿 ［リ済別］ 整備記録簿多数あります！

■〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2-13-10

¥880,000

TEL.044-977-6750
■〒216-0015
神奈川県川崎市宮前区菅生3-5-5
〒226-0026
神奈川県横浜市緑区長津田町5801-11

¥980,000
ゼロ
280SLダッジバン

検索
検索

www.zero-car.com
www.slhouse.com

Yo u c a n s h a r e t h e D r e a m

永く乗る事を主眼に良質のセブンをお探しでしたら、
是非一度、弊店をお訪ね下さい。

名車 館

E n thusia sti c C ars Gu ide

自動 車 趣 味 人に送る、現 代にはない魅 力溢れる名 車たち。

HEEL&TOE DEVELOPMENTS

¥3,480,000

RENAULT MEGANE Glass Roof Cabriolet

ETC ［リ済別］

98年 検25/12 走行4.3万km アスコットグリーンメタリック 左H AT フル装備
ベージューレザー CDチェンジャー エアバッグ サンルーフ AW ABS ETC
屋内保管 アメリカ並行 取説・記録簿・書類ケース スペアキー ［リ済別］
E36最終モデル 超希少カラー＆ベーシュインテリア

■定休日：月曜日 ■営業時間：10:00〜18:00

88年 検26/6 走行6.4万km ミッドナイトブルー
左H AT フル装備 レザーシート CD AW ABS シートヒーター
ウッドパネル割れ無し モール類綺麗 品川34ナンバー D車 記録簿
取説 スペアキー [リ済別]

Tel.088-674-8341

BMW 328i

〒341-0004 埼玉県三郷市上彦名51-1

Mercedes-Benz 560SL

TEL.048-772-8549

フィーゴ パソド ブレ

ヒールアンドトウ ディベロップメンツ

¥ ASK

Tel.048-950-1616

アウトリメッサ 株式会社TUT

10年 検無し 走行5.0万km ブラン・グラシエ
右H 4AT フル装備 CD エアバッグ AW ABS

Mercedes-Benz E280 LIMITED

95年 検26/5 走行3.8万km ブリリアントシルバー 右H AT フル装備 ブラックレザー CDチェンジャー
エアバッグ 15AW（ガリ傷無し） ABS LTD専用ウォールナットウッドパネル LTD専用ウッドコンビステアリング
パワーシート ビークルカード ETC 屋内保管 D車 取説・記録簿・書類ケース ［リ済別］
希少モデル エンジンハーネス、各種リレー関係対策済み! 使用感の無いインテリア!

限りなく使用感・日焼け等のない車両を、こだわり抜いて
取り揃えております。新車の香りがするようなコンディション
の、歴史が鮮明な名車たちを、ぜひ見にいらして下さい。
入庫情報はHPにて随時更新中です。また、大切な愛車
の買い取りも承ります。お気軽にご相談下さい。

在庫車両
新車 ・JPE グリーン/カーボン
・1.6K スポーツ グリーン/アルミ
中古車 ・'99 1.6K スーパースポーツ ブルー
・'95 1.6GT グリーン/アルミ
・'92 1700SS グリーン/アルミ
・'85 1.6BDR グリーンフルカラー

¥ASK
¥ASK
¥ASK
¥ASK
¥ASK
¥ASK

ヒールアンドトウではセブンの新車・中古車の販売及び修理とセブンの買取も致します。

280SL専門店
SLハウス

アウトグランツ

検索

www.a-glanz.com

■定休日：月曜日 ■営業時間：10:00〜19:00

SHOP MESSAGE

ZERO

¥2,100,000

TEL.045-922-6300

ゼロ

DODGE RAM VAN 2500 REGULAR

00年 検無し 走行7.9万km ブラック 左H コラムAT フル装備
ベージュレザーシート セカンド3人掛けベンチシート DVDプレーヤー
リアモニター エアバッグ 社外AW ETC ロールーフ サイドスライドドア
外装オールペン済み ［リ済別］

¥1,980,000

AUTOPROJECT-D

FORD TORINO GT V8 7.0L 429 SuperCobraJet

71年 検無し 走行不明 シルバー 左H 3速AT ブラックレザーシート ハイダウェイヘッドライト
スポーツスラットルーバー パワーステアリング パワーウィンドウ エアコン 14inchラリーホイール
コブラヘッドエアバルブ 希少429スーパーコブラジェット・エンジン 各部リフレッシュメンテナンス
GOODコンディション ETC CD notナンバーズマッチ ［リ未別]

¥7,850,000

TRAVEL AUTO

Alfa Romeo Giulietta
13年 新車 走行20km グレー
左H 6MT フル装備 エアバッグ AW

■定休日：年中無休

DODGE RAM VAN 1500 SHORT

¥1,480,000

72年 検無し 走行不明 タルガブルー 左H HURST製シフター 6速MT COBLAシート・ブラックレザー
Edelbrockインテークマニホールド Holley製キャブレター AmericanRacing製トルクトラストⅡ-17インチホイール
Wilwood製6Pブレーキシステム前後 へダース・サイドマフラー MSDやカム等変更多数
ハードトップ（ボディ同色）あり ETC レーダー notナンバーズマッチ [リ済別]

¥6,380,000

ゼロ ダッジバン

GMC SAVANA SLE passenger

99年 検2年付 走行4.3万km ホワイト 左H コラムAT
フル装備 ベージュインテリア セカンド・サードベンチシート
エアバッグ CD 社外20インチクロームAW 外装オールニューペイント
［リ済別］

¥1,580,000

検索

www.zero-car.com

日・祝日：11:00〜19:00

CHEVROLET SUBURBAN LT Autoride

01年 検無し 走行13,2万km ブラック 左H コラムAT
フル装備 レザーシート ナビ エアバッグ サンルーフ クロームグリル
メッキアウターハンドルカバー キセノン バックカメラ 4WD
キーレス ［リ済別］

¥1,180,000

オートプロジェクトD

検索

www.autoproject-d.com

Plymouth Barracuda Convertible V8 7.2L 375bhp 440 SuperCommand

70年 検無し 走行不明 ヘミオレンジ 左H 3速AT
ブラックレザーバケットシート コンディション内外装良
希少Cudaコンバーチブル/440スーパーコマンド・エンジン
notナンバーズマッチ [リ済別]

¥5,980,000

■〒420-0037 静岡県静岡市葵区人宿町1丁目6-5
■定休日：日曜日・祝日 ■営業時間：11:00 ～ 18:00

AMC Pacer D/L Deluxe PKG 4.2L 258cu.in

76年 検無し 走行7.0万km ブリリアントブルー 3速AT D/L専用Navajoナバホシート
インテリア各部レストア済 機関各部レストア済 KONIフロントサスペンション
ヒーター /クーラー装備 メッキバンパー装備 コレクターカー GOODコンディション
オーディオ FOCALスピーカー CDチェンジャー ETC 他 ［リ済別］

¥ ASK

トラベルオートＭＡＸ55

検索

http://ameblo.jp/travelautomax55

輸入車を、もっと気軽に、もっと身近に！

Skoda Yeti
ABS ［リ未別］

■営業時間：平日：10:30〜20:00

〒340-0813 埼玉県八潮市木曽根1045-1
■定休日：年中無休 ■営業時間：10:00〜20:00

CHEVROLET CORVETTE Convertible C3 Stingray V8 5.7L 350cu.in

TEL.054-270-8150

トラベルオート

¥3,380,000

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町5801-11

95年 検受渡し 走行7.5万km ブラック 左H コラムAT
フル装備 ブラックレザーシート セカンド3人掛けベンチシート
エアバッグ 社外AW 社外マフラー ［リ済別］

Tel.048-998-1288

オートプロジェクトD

BMW ALPINA B3 3.4S Limousine

05年 検26/12 走行6.9万km アルピナブルー 左H AT フル装備
ヒーター付きレザーシート HDDナビ TV CD エアバッグ ガラスサンルーフ AW ABS
キセノン ALPINAウッドパネル ETC ワンオーナー 取説 記録簿 保証書 スペアキー
リモコン完備 ［リ済別］ お買い得なワンオーナー車！

13年 新車 走行20km グレー
左H 7速DSG フル装備 エアバッグ AW ABS ［リ未別］

¥ ASK

名車館ブログ 更新中！
いろんなショップで見つけた
名車・希少なクラシックカーや、
イベント情報などを広く浅く？

¥ ASK

KUIK

ツも
テン
コン
他
その

中！
公開

クイック

TEL.0561-54-1606

■定休日：水曜日

〒488-0024 愛知県尾張旭市井田町2-376

■営業時間：9:00〜20:00

今年も KUIK Party ご参加ありがとうございました！

日々更新中！
名車館ブログ

Ｗ４６０：販売しております！
Ｗ４６０：メンテナンスもちろんやらせていただきます !!

自動 車 趣 味 人に送る、現 代にはない魅 力溢れる名 車たち。

¥980,000

BMW ALPINA B12-5.7

96年 検25/11 走行7.7万km ブルー 左H AT フル装備
ブラックレザーシート ナビ CD エアバッグ サンルーフ 20AW
ETC D車 記録簿 ［リ済別］ ロングボディにV12-5.7L 388ps！
当時2千万円オーバーのスーパーリムジンを是非！

名車 館

BMW ALPINA B3 3.0/1

95年 検26/12 走行15.1万km グリーン 左H AT フル装備
アルカンタラコンビインテリア ウッドパネル CD エアバッグ サンルーフ
AW ABS スポーツミラー ETC D車 記録簿 ［リ済別］
30台限定のエディション30！ 大切に扱われた車両です。

アウトグランツは希少なBMWアルピナを中心に、厳
選したスポーツカーを取り揃えております。併設工場
にて納車前の徹底整備、そして購入後のメンテナン
スやパーツ等も万全サポート致します。お気軽にご
来店ください。

MEISYAKAN

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2772-13

Tel.04-2935-1735

E nth usia sti c Ca rs Gu ide

Auto Glanz

アウトグランツ

