
イギリス フランス スウェーデン 韓国

【スマート】 【ローバー】 【アウトビアンキ】 【シトロエン】
 スマート　K  114/  Y10  AX

 スマート　クーペ  ミニ 【フィアット】 【プジョー】
 スマート　フォーツー  パンダ  205/
 スマート　フォーツーK 【ルノー】
 スマート　ロードスター  5／

【ベンツ】 【MG】 【フィアット】 【シトロエン】 【フォード】
 SLKクラス【９７年～】  MG　F  ウーノ  C2  Ka

【VW】  MG RV8  ニューパンダ  サクソ  フェスティバ
 ルポ  MG　TF  バルケッタ  シャンソン

【オペル】 【ミニ】  プント 【ルノー】
 ヴィータ【９５年～】  ミニ 500C  トゥインゴ
 ティグラ  ルーテシア

【アウディ】 【プジョー】

A1  106／

【ベンツ】 【オペル】 【ロータス】 【アルファロメオ】 【シトロエン】 【クライスラー】 【ボルボ】 【ヒュンダイ】
アストラ　H  エキシージ  145//  BX　H  クロスファイア  480／  TB

 SLKクラス【０４年～】 アストラ　O【９４年～】  エラン 【フィアット】  ZX　C／H 【シボレー】
【BMW】 ヴィータ【０１年～】  エリーゼ  ティーポ 【プジョー】  クルーズ

 Z3 スピードスター  ヨーロッパ  プラビッシモ  206　H  MW

 Z4 【スマート】 【モーガン】  プント【００年～】  206　W 【フォード】
 3シリーズ　H【９４年～】 スマート　  4・4 【ランチア】  306　S／H  フィエスタ

【VW】 　　　フォーフォー  プラス4  デルタ  309･  フェスティバ【９２年～】

 コラード 【ローバー】  プリズマ 【ルノー】  フェスティバミニ　W

 ゴルフ　カブリオレ  200　C 【マセラティ】  アルピーヌ  レーザー
 ポロ  200　H【９６年～】  カリフ  メガーヌ　C

【アウディ】  カブリオレ  スパイダーサガート  メガーヌ　O【９９年～】

 ギブリ

【ベンツ】 【アウディ】 【ジャガー】 【アルファロメオ】 【シトロエン】 【クライスラー】 【ヒュンダイ】
 Aクラス【０５年～】 80　S  XJ　C  75・  C3  デイトナ  クーペ
 Cクラス　C 80　W 【ローバー】  147・  BX　W  ネオン
 190クラス 90・  200　H【９３年～】  155・  ZX　W 【サターン】
 CLKクラス【９７年～】 A3  400　S／W  GT  クサラ　H／W  サターン　C／S／W

【BMW】 A4　S【９５年～】  600・  GTV 【プジョー】 【シボレー】
 1シリーズ S3  トゥアラー  スパイダー  306　W  コルベット
 3シリーズ　C S4　S【９９年～】 【TVR】 【フィアット】  405　S 【フォード】
 3シリーズ　H カブリオレ  T350  クーペフィアット  1007/  テルスター S／H

 3シリーズ　O クーペ  タモーラ  グランデプント 【ルノー】  テルスターⅡ
 B3　C／S TT【０６年～】  キミーラ  テムプラ  21/  フォーカス　H

 M3 【オペル】  グリフィス 【マセラティ】  メガーヌ　H  プローブ
【VW】 アストラ　C／S  サーブラウ  430/  メガーヌ　O【０５年～】  レーザーリデア

 ヴェント アストラ O【０２年～】  タスカン 【ランチア】 【ポンティアック】
 クロスポロ カリブラ  サガリス  デドラ  グランダム　C／S

 ジェッタ【９０年～】 ベクトラ　S【９０年～】

 ニュービートル
 ボーラ

BP.RS

FD
¥104,500

¥108,000

FD
¥85,500

¥161,500
グレートモースシールド

¥280,000

シャインプレミアム

¥86,400

¥76,000

シャインプレミアム

FD
¥95,000

¥225,000

RE
¥112,500

RE
¥112,500

ドイツ イタリア アメリカ

ＦＤ

基本価格

BP.RS

Aサイズ
８㎥

Dサイズ
１０～１１㎥

Bサイズ
８～９㎥

Cサイズ
９～１０㎥

¥140,000

¥155,000

グレートモースシールド
¥310,000

BP.RS

¥178,000

¥118,800

¥129,200
グレートモースシールド

BP.RS
¥97,200

RE

シャインプレミアム
¥145,000

グレートモースシールド
¥225,000

RE

シャインプレミアム



イギリス フランス スウェーデン 韓国

【ベンツ】 【BMW】 【ジャガー】 【アルファロメオ】 【シトロエン】 【クライスラー】 【ポンティアック】 【サーブ】 【ヒュンダイ】
 CLKクラス【０２年～】 3シリーズ　S  Ⅹ-TYPE　S  156　S  ⅩM　H  アクレイム グランダム　C／S  900･C／S  エラントラC／S

 Cクラス　S 3シリーズ　W 【ローバー】  156　W  C4  ジープラングラー                      【９２年～】  9・3　S

 Cクラス　W【９７年～】  800・  164/  エクザンティア　H  ストラトス ファイアーバード 【ボルボ】

【ロータス】  ブレラ  エクザンティア W  ルバロン  240　S

 エスプリ 【フィアット】 【プジョー】 【シボレー】 【キャデラック】  780/

 ミディアムクラス　C／S  クロマ  307　H  オプトラ　S／W ATS  850　S

【VW】 B3　W【０１年～】 【マセラティ】  405　W 【マーキュリー】  C70

 イオス M5【９３年～】  228/  406　S／C  クーガー  S40 

 ゴルフ　H／W 【オペル】  クワトロポルテ 【ルノー】 【フォード】  S60

 ゴルフプラス アストラ　W  シャマル  25/  イクシオン  S70

 ジェッタ【０６年～】 オメガ　S【８９年～】 【ランチア】  サフラン  テルスター　H【９１年～】  V40

ベクトラ　W【９７年～】  テーマ  セニック【99年～】  テルスター　S【９１年～】  V50

メリーバ  ラグナ　H  テルスター　W

【アウディ】  テンポ
 A4　S【０１年～】  フォーカス　H【０５年～】

 A4　W  マスタング
 RS4 S  モンデオ　S

 S4　S【０３年～】

 S4　W

【ベンツ】 【アウディ】 【MG】 【アルファロメオ】 　【シトロエン】 【キャデラック】 【ポンティアック】 【サーブ】 【ヒュンダイ】
 Bクラス 100　S／W  MG　ZT  159/  C5　H  CTS  グランプリ  9000・  XG

 CLSクラス  MG　ZTーT  166・  クサラ　ピカソ 【マーキュリー】  9･3　W  ソナタ
 Eクラス　S【９５年～】 【アストンマーチン】 【フィアット】 　【プジョー】  XLR  セーブル  9・5　S

 DB7  ムルティプラ  406　W 　【クライスラー】 【ボルボ】
 Tシリーズ S4　S【９３年～】 【ジャガー】 【マセラティ】  407　S／C  PTクルーザー  240　W

 XJ　S【９３年～】  3200GT  307・  インペリアル  740　S／W

 SLクラス V8  X－TYPE　W  クーペ  605・  ジープチェロキー  760　S／W

 ミディアムクラス　W 【オペル】  S－TYPE  スパイダー 【ルノー】  ジープラングラー【９６年～】  850　W

【BMW】 オメガ　S【９４年～】  ソブリン  カングー  ニューヨーカー  940　S／W

 5シリーズ　S【９６年～】 オメガ　W【９２年～】 【ローバー】  メガーヌ　W  プレミア  960　S／W

 5シリーズ　W【９７年～】 ザフィーラ【００年～】  75　S／W  ラグナ　W  バイパー  S80

 6シリーズ シグナム 【シボレー】  S90

 7シリーズ【９０年～】 セネター  カマロ  V70

 B10　S／W【９８年～】 ベクトラ　S【０２年～】 【ビュイック】  V90

 M5【９９年～】 【ポルシェ】  リーガル　C／S／W  XC70

 Z8 911シリーズ 【フォード】
 ロードスターV8 928・  サンダーバード

【VW】 968・  フォーカス　C－MAX

 パサート　S【０６年～】 ケイマン  マスタング【０６年～】

 パサート　W【９８年～】 ボクスター  モンデオ　S  【０１年～】

 モンデオ　W

Fサイズ
１２～１３㎥

Eサイズ
１１～１２㎥

アメリカ 基本価格ドイツ イタリア

¥123,500

¥193,800

BP.RS

¥210,000

RE

ＦＤ
¥114,000

¥364,000

シャインプレミアム

FD

グレートモースシールド

¥168,500

¥337,000

グレートモースシールド

RE

¥182,000

¥140,400
BP.RS

¥129,600

シャインプレミアム



イギリス フランス スウェーデン 韓国

【ベンツ】 【アウディ】 【アストンマーチン】 【フェラーリ】 　【プジョー】 【キャデラック】 【リンカーン】 【サーブ】 【ヒュンダイ】
 Eクラス　W【９６年～】 A6　S【０４年～】  DB9   407 W  STS LS  9・5　W  JM

 SLRマクラｰレン A6　W【０５年～】  V12ヴァンキッシュ   607・ コンチネンタル 【ボルボ】  グレンジャー
A8  A7 【ジャガー】  　【シトロエン】  エルドラド マークⅧ  XC70【００年～】

オールロード  XK 時価  XM　W  セビル【９２年～】

 バネオ 　　　　　　    クアトロ   C5　W

【BMW】 【オペル】   C6  フリートウッド　S【９０年～】

 5シリーズ　S【０３年～】 オメガ　W【９５年～】 イヴォーグ 【ランボルギーニ】 【ルノー】 【クライスラー】
 5シリーズ　W【０4年～】 ザフィーラ【０６年～】   アヴァンタイム  300M

 7シリーズ【９４年～】 ベクトラ　W【０４年～】   グランセニック  ジープグランドチェロキー【９３年～】

 8シリーズ 時価  セニック【01年～】 【シボレー】

４シリーズクーペ 【VW】   S－10ブレーザー

 トゥーラン  【ポンティアック】
 パサート　W【０６年～】   ボンネビル

 パサートバリアント  【フォード】
 トーラス　S

 

【ベンツ】 【ジャガー】 【マセラティ】 【キャデラック】 【ビュイック】 【ヒュンダイ】
 XJ　S【０３年～】  ロイヤル  DTS パークアベニュー  サンタフェ

 Sクラス　S【９１年～】 【ランドローバー】   トラジェ
 CLクラス【９９年～】  フリーランダー 【クライスラー】 【テスラ】

【BMW】  レンジローバー  300C　S／W テスラ
 7シリーズ【０２年～】 　　　　　　　　　　【９１年～】  ビジョン
 X3 【アストンマーチン】  ジープグランドチェロキー【００年～】

 M6  V8  ジープチェロキー【０１年～】

【VW】  ヴァンテージ 【シボレー】

 シャラン 【デイムラー】  ブレイザー

【アウディ】  スーパーV8 【フォード】
 RS4 W  ダブルシックス  エスケープ

【ポルシェ】  デイムラー4  ギャラクシー

マカン 【ベントレー】  スペクトロン
 ベントレー　C  トーラス　W

【ベンツ】 【ポルシェ】 【ランドローバー】 【マセラティ】 【キャデラック】
 CLクラス【９６年～】 カイエン  ディスカバリー  クワトロポルテ【０４年～】  SRX

 Mクラス【９８年～】 【アウディ】 　　　　　　　　　　【９１年～】

 Rクラス RS6　W 【クライスラー】
S6 W  ジープグランドチェロキー【０５年～】

【BMW】 S8 【ダッジ】
 M5【04年～】  マグナム
 X5 【フォード】

【VW】  フリーダ

 トゥアレグ 【マーキュリー】

 グランドマーキー

BP.RS

¥162,000

¥119,700

基本価格

BP.RS

¥196,000

グレートモースシールド

Iサイズ
１５～１６㎥

Hサイズ
１４～１５㎥

シャインプレミアム

¥258,000

¥420,000

ＢＰ，ＲＳ

¥172,800

ＦＤ

Gサイズ
１３～１４㎥

ドイツ イタリア アメリカ

¥242,000
シャインプレミアム

¥203,000
シャインプレミアム

¥450,000

ＦＤ
¥152,000

グレートモースシールド

¥142,500

RE

FD

¥392,000

¥151,200

RE

¥210,000

RE

¥225,000

グレートモースシールド



イギリス フランス スウェーデン 韓国

【ベンツ】 【デイムラー】 【キャデラック】 【フォード】 【ボルボ】
 Gクラスロング  デイムラー4・2  フリートウッド　S エクスプローラー  XC90

 Mクラス【０５年～】 【ランドローバー】 　　　　　　　　　　　【９３年～】 エクスペディション
 Sクラス　ロング【０５年～】  ディフェンダー 【クライスラー】 ブロンコ
 Vクラス  レンジローバー  グランドボイジャー 【マーキュリー】

 ビアノ 　　　　　　　　　　【９５年～】  ジープコマンダー コロニーパーク
【VW】  ディスカバリー  ボイジャー マーキュリー

 カラベル 　　　　　　　　　　【９９年～】 【シボレー】 【リンカーン】

 ヴァナゴン  アストロ タウンカー

 カプリス

 タホ

 トレイルブレイザー

【ハマー】
 ハマーH3

【マイバッハ】 【ベントレー】 【キャデラック】 【ハマー】
 マイバッハ  ベントレー　S  エスカレード ハマーH2

【ロールスロイス】 【シボレー】 【フォード】

 コーニッシュ  エクスプレス F150

 シルバースパー  サバーバン エコノライン

 シルバースピリット  シェビー

 シルバードーン 【ダッジ】
 ファントム  デュランゴ

 ロールスロイス  ラム

ドイツ イタリア アメリカ 基本価格

Jサイズ
１６～２０㎥

ＦＤ
￥171000以上

BP.RS

￥183600以上

シャインプレミアム

￥３０００００以上
グレートモースシールド

４７６０００円以上

Kサイズ
２０㎥以上

BP.RS

237600以上

シャインプレミアム

３３６０００以上

ＦＤ
198000以上

グレートモースシールド
620000円以上

RE

310000円以上

RE

238000円以上


