
新 年 の ご 挨 拶

旧年中は新型コロナウイルスの影
響の中にも関わらず、
皆様より沢山のご支援ご協力を
賜り有難く厚く御礼申し上げます。

本年もスタッフ一丸となり、力を合
わせて皆様の楽しいカーライフに
寄り添い、私たちスタッフも皆様と
同じクルマ好きということを私たち
の強みとし、ご期待やご要望にお
応えできるよう努めてまいります。

本年も昨年同様のご愛顧を賜り
ますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸を心よりお
祈り申し上げます。

株式会社 ウイングオート
営業統括部長
中野　暁

株式会社 ウイングオート
ファクトリー工場長
中野　肇

あけましておめでとうございます。昨年は新型コロ
ナウィルスの流行が発端となり、私たちも仕事に
対する取組み方や業務形態に多くの変化があり
ました。暗中模索する中で取り組んできたことに対
して、たくさんの仕事や今までにない多くのご来店
をいただいて感謝申し上げます。おかげさまで無事
に新しい年を迎える事が出来ました。完全なる終
息が見えない時期ではありましたが、昨年9月から
ウイングオートは、営業もサービス部門も大きく様
変わりいたしました。アメ車、ユーロコンパクトとオー
ルドタイマーの営業機能を本社に集約し、そこを
「ウイングランド」として、そしてそのサービスを「ウイ
ングオートファクトリー」で行い、ロータスは旧ヨーロ
ピアンショールームに工場を併設し、「ロータスラン
ド」として新たにスタートを切りました。どんな時代や
環境であっても知恵や工夫と力で乗り越えること
ができる人物になることを目指して、スタッフ全員が
レベルアップしてまいりますので変わらぬご愛顧の
ほど、どうぞよろしくお願いいたします。本年も皆様
のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

新型コロナウイルス影響拡大を憂い
お見舞い申し上げますとともに謹んで
新年のご挨拶を申し上げます。この
災禍の一日も早い終息を心より願うば
かりです。昨年で6回目を迎えた
WINGDAYもプログラムを大幅に変
更して開催させて頂きましたが皆様の
ご協力により、大盛況で無事に終える
ことができました。 この場をお借りして
御礼申し上げます。 今年も皆様に趣
味の車で安心して楽しんで頂けるよ
う 、チーム一丸となってサポートさせて
頂きますので 昨年同様のお引き立て
を宜しくお願い申し上げます。 皆様の
ご健康とご多幸を心よりお祈り申し
上げます。 尚、新年は1月5日9時よ
り営業いたしております。皆様のご来
店を心よりお待ち申し上げております。 
令和3年　元旦

株式会社 ウイングオート
取締役社長
上窪　倫裕

株式会社 ウイングオート
代表取締役会長
上窪　順一郎

新年、明けましておめでとうございます。
旧年はコロナ禍の中、大変お世話になり、
社員一同心より感謝申し上げます。

今年は更なる商品・技術・サービスの向上はもちろん
皆様のあったらいいなを提供し
皆様から必要とされる会社になる為に
スタッフ全員で力を合わせ努力してまいりますので
今年もどうぞよろしくお願い致します。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、
新年のご挨拶とさせていただきます。

謹賀新年

新春のお慶びを申し上げます初春のお慶びを
申し上げます

謹んで新年の
お慶び申し上げます

Happy
New
Year
2021

あけまして
おめでとうございます!!
今年もウイングオートは

車好きのスタッフがチーム力で
商品・技術・サービスを通じ
お客様に寄り添って

参ります。
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株式会社ウイングオート

趣味の車を通じて運転する楽しさと仲間との繋がりを
体感していただき、皆様に元気と活力と心の豊さを提供します!
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LOTUS LAND

WING BODY

WING FACTORY

ロイヤルホスト
スーパー
オート
バックス

ドンキホーテ
●コジマ電器

www.wingauto.co.jp
ウイングオート 検　索

WING BODY 〒452-0962  愛知県清須市春日川中68番地

ロータス名古屋西
〒452-0962  愛知県清須市春日砂賀東130番地
TEL〔052〕408-2222　FAX〔052〕400-5755

OLD TIMER・シボレー名岐
〒452-0962  愛知県清須市春日焼田67番地の2
TEL〔052〕409-5434　FAX〔052〕409-5438

WING FACTORY 〒452-0962  愛知県清須市春日焼田２３番地の２
TEL〔052〕401-1327　FAX〔052〕401-1376

水曜日定 休 日 9：00～18：00営業時間

LOTUS LANDWING LAND
（旧ヨーロピアンショールーム）（旧アメリカンショールーム）
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毎年大いに盛り上がる0-200！
会長、中野部長も参戦？！（笑）
今年もアメリカンマッスルカー強し！

WINGDAYは今回で６回目の開催に
なります。今年は、コロナの影響で大

幅にプログ

ラムを変更させて頂きましたが、たく
さんのお客様にご参加頂き、大盛況

で終えるこ

とができました。これも皆様がコロナ
対策にご協力して頂いたおかげです

。ありがと

うございます。皆様の笑顔や楽しそう
な姿を見るのが私たちのパワーの源

です！

今年のオールジャンルクラスは、オールドタイマーが盛り上げて
くれました！走ってる姿がかわいい～　来年はオールドタイマーで
走る方が増えたらオールドタイマークラスを作りたいですね。

オールジャンル

ペースカーが先導してくれますので、初心者でも安
心!今年もたくさんの方々がサーキットデビューさ
れました。

体験走行昨年のトラブルが頭を過ります。（笑）ＡＭ7：30より入場スタート！今年
はウイングオートのスタッフだけの運営でしたが、スムーズにお客様
を誘導することができました。皆様、ご協力ありがとうございました

最幸の一日を実現できたのは、たくさんの
方々の協力があったからこそです。
今年はコロナの鬱憤晴らすべくパワー
アップして開催したいと思います!!

ご来場頂きありがとうございました
WING DAY 2020

 in SUZUKA TWIN CIRCUIT

2020 SUN10 18

いよいよ開場

ライトウエイトチャレンジ ユーロコンパクトチャレンジ マッスルカーチャレンジ

0-200トライアル

サーキット走行を楽しんで頂くため、色々なカテゴリー、クラスに分かれています。
色々な車種が走行しますので、見応えのある走行会です！どの車もかっこいいー( *´艸｀)各種走行会

ご家族もご一緒に同乗して頂けるのんびりゆったり走行もご用意しまし
た。のんびり過ぎて満足できなかった方は、次回体験走行にチャレンジし
てくださいね！

のんびりゆったり走行

今年も美味しい屋台グルメやショップさんに出
店して頂きました。ご協力頂きありがとうござ
いました。

！!ズーチ、いは

in SUZUKA TWIN
CIRCUIT

写真で振り返る!

皆様お楽し
みに!

屋台グルメ

in SUZUKA TWIN
CIRCUIT

ご来場頂き
ありがとう
ございました
来年もまた
一緒に楽しみ





水野一秀

ロータス
営業課長LOTUS LAND ロータス

名古屋西 LOTUS SERVICE ロータス
サービス

●ロータスの下取りは特に高く評価して、お乗り換えをサポートいたします。
●高く評価致しますので、エリーゼ、エキシージを新車で手に入れられる時に手にしませんか？
●お乗り換えをご検討の際には私達がご購入をしっかりとサポートさせて頂きます。
●大切に乗られたロータスを、次のオーナーさんに乗り継いでいきます。
●大切に乗られたロータス、カスタムやチューニングされたロータス、修理が必要なロータス、
　乗られなくなったロータスを私たちは大切にメンテナンスを行い、後世に残していきます。
●売却を急がれない場合には、委託販売もおススメです。

ファクトリーの様子や、
イベント情報、チューニングや
メンテナンス情報を
お伝えしています。

ロータス名古屋西
facebook

ロータス名古屋西
インスタグラム

ロータス名古屋西
LINE@

ロータス 大切にお乗りになられたロータスは、当社できっちりとメンテナンスを行い、次のクルマ好きなオー
ナーさんに乗り継いでいきます。当社では、次の世代に1台でも多くのロータスを残していくことが
使命と考えております。大切にお乗りになられたロータスは、私達がしっかりと評価させて頂きます。

水野一秀
買取担当

LINE@ QR（コード）から
査定申込み頂けます。

買取 下取

ロータスからのお乗り換えの場合は、下取りも
高く評価できますのでお乗り換えもしやすいです。

自由変動型
低金利ローン1.9%ローン 最長120回まで

SNS
LOTUS LAND

エキシージ　

¥9,900,000 ）
込
税
（

スポーツ350

¥13,585,000 ）
込
税
（

スポーツ410
エヴォーラ

¥13,970,000 ）
込
税
（

GT410 MT

¥14,960,000 ）
込
税
（

GT410 SPORT

エリーゼ スポーツ220-Ⅱ・エキシージ スポーツ350・410 オーダー終了！

エリーゼ
スポーツ220-Ⅱ

(

別
税

)¥6,820,000

エリーゼ220-Ⅱ在庫確保
致しました。
永くエリーゼに乗りたいと
検討している方、
今エリーゼに乗っていて
乗り換えを検討している方

2020ｙモデル

オーダー終了になり即納車を
押さえることができました。

即納可能車両です！

エリーゼブルー

スカイブルー

メタリックオレンジ

レーシンググリーン

ヴォルテックスグレー

2021ｙモデル
入庫間近です！
イエロー（OP:鍛造AW）

レッド（OP:鍛造AW）

試乗車ご用意致しております

2021ｙモデル
オーダー車両

イエロー

レッド

アイソトープグリーン

デイトナブルー

メタリックホワイト

メタリックオレンジ

2021年5～6月入庫予定
人気のあるボディーカラー、
エリーゼに似合うボディーカラー
を中心にオーダー致しました。

LOTUS ELISE

エリーゼ220-Ⅱ
試  乗  車
ご用意しております

ロータスマイスター
工場長

中野　肇

森 准平

ロータスメカニック
ドライバー関戸 一正

ロータスメカニック

上間 夏紀
ロータスメカニック

皆様お元気でしょうか？今年ももうあと少し・・・（書いているのは12月13
日）光陰矢の如し！あっという間に時は過ぎてゆきます。
年初からコロナ禍で大変な一年でしたね。
日常の足として使う車から、エンジンが無くなることが決定的になってきた
昨今の状況とは相反して、おかげさまでロータス工場では5月には昨年の
1.5倍の入庫があり、11月には過去最高、2年前の2倍のご来店がありまし
た。個人的にこの業界で仕事をするきっかけとなった要因は、エンジンが好
きなこと、それには生き物のような息吹が感じられるからで、加えて私の仕
事である「ロータス」、特にエリーゼ/エキシージの美点は、強固なモノコッ
クやレースカーにごく近い設計と軽量な車体、そしてエンジン！それらのバ
ランスが非常に優れていることではないでしょうか？大抵のメーカーの車
のつくりとは異なり、コンピューター制御の部分は今の車として最小限。
オーナーの運転技術を足しもせず、引くこともなく、そのまま表現します。
よって乗られる方々にも、それが手足の動きのように感じられて愛好者も
後を絶たず、そこに愛着を感じて手放される方も少ないのだと思います。
そんなロータスが私も大好きで、もっともっとたくさんの方々に乗っていた
だきたいし、好きで乗っていただいている方の車に多く触れたいですね。

今回はアライメントのお話を少し・・・
「アライメント調整」詳しく言えば「4輪トータルホイールアライメント調
整」と言い、読んでいただいている方々はよくご存じかもしれません。人間
でいうところの「整体」のようなものですね、骨盤が歪んでいれば腰痛を起
こしたり、アスリートの場合、最大限のパフォーマンスを発揮できないこと
もあるでしょう。車の場合でも同じで、前後、左右のバランス、特に後者がと
ても重要です。でも一番車の動きに影響するのは前後の車高ですね。前下
がり、後ろ下がりで車の挙動は全く変わります。4気筒のエリーゼ/エキシー
ジなど、ホイールベースの短い車はそれが特に顕著に現れます。サーキット
でいろいろな車を見ていると、前後バランスは車によって様々です。調整
を繰り返し、好みの車高を追求される方も見えますが、調整するショップの
車に対する考え方の影響も大きいと思います。アライメント調整の話にな

りますが、キャスター、キャンバー、トーという言葉はよく耳にすると思いま
す。キャスターはオートバイで言うフロントフォークの角度、それは直進性、
コーナーを回った後のステアリングの復元力などに影響し、キャンバー角
（－）は前後から見たハの字の程度、適切な角度をつけるとハイスピードの
コーナリング時の安定感につながりますが、１度以上付けた場合は少なか
らず、タイヤの内べりにつながります。トーは文字通りタイヤが外に向いて
いるか（ネガティブトー）、内に向いているか（ポジティブトー）ですが、リヤ
のトーの差は「スラストライン偏差角」と呼び、アウトバーンをぶっ飛ばすド
イツ車（BENZ、BMW、AUDI、PORSCHE）などはその数値が10分（1度
の6分の1）に収めてください、と指定があるほどで、超高速走行域で直進
安定性に極めて重要な影響を及ぼします。ゆえに各バランスを考えた用途
に応じた調整が必要なわけです。「どこもぶつけたりしていないので、アライ
メント調整は不要！」とお考えになる方も見えるかもしれませんが、某国産
メーカーが新車から5,000キロ走行後の車をアライメントテスターにかけ
たところ、その7割はアライメント調整が必要だった！という結果を耳にした
ことがあります。
ロータスにはアライメント調整が特に重要！と考える私たちは、車検整備時
全てのロータスにアライメント調整を行いますが、それだけでなく皆様もタ
イヤのお顔を時々見ていただいて、その表情が「アライメント調整してくれ
よ～」と言っていないか？ご自身で時々チェックしてくださいね！

もちろん当社は最新のアライメントテスターを設置しており、足回りのスペ
シャリストがご要望をお伺いして、あなたのご希望に応じた調整をいたしま
す。アライメント調整することによって、きっと思いのほかあなたのお車の
ハンドリングが良くなること請け合いです。だってタイヤの幅ってA4用紙
の短辺くらいしかないですもんね？きちっと接地させることを、車のいろい
ろな状況を考えて調整することってとても大切なことなのですよ！
ご相談お待ちしております！それでは皆様よいお年をお過ごしください！
2021年もよろしくお願いします。

車の基本は足元から…
アライメント調整で足回り見直しませんか？

工場リニュ
ーアル!!

生まれ変わ
った工場で

皆様のご来
店を

お待ちして
おります!!
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リニューアルしたファクトリーでメンテナンスリニューアルしたファクトリーでメンテナンス

ユーロコンパクトSRユーロコンパクトSRユーロコンパクトSR

新車販売新車販売 イベントレポートイベントレポート

ABARTH買取・下取ABARTH買取・下取

ボディ、ホイールの傷修理から思わぬ
事故での鈑金修理もお任せください。
ボディ、ホイールの傷修理から思わぬ
事故での鈑金修理もお任せください。

ユーロコンパクトの事なら
なんでもお任せください!

で遊びとお得な情報をGET！！ WINGAUTO
ヨーロピアン
ショールーム

LINE@ツーリングやドラアカなどのイベント情報

簡単に買取・下取りの査定

オイル交換や車検などの予約が簡単

パーツや修理などの相談が簡単

見積りなども簡単に送れますLINE@ではこんなことができます

それぞれに太さΦ100またはΦ114、色がレッド・ブラック・
無塗装の３種類から選べるテールピースを組み合わせ、
お好みのエキゾーストシステムがお作り頂けます。
あらたにカーボンテールが追加!

G-TECHのアバルト用エキゾーストは3種類のラインナップです。
それぞれのシステムにテールチップを自由に組み合わせることが
可能です。

インタークーラー

バブチューン

G-TECHエキゾーストシステム

エンジンに優しく性能アップ！！

大好評！！バブリングサウンド♪

キャタライザ直後から70Φの大型パイプに変更、重量物とな
るサイレンサーを車両中央に配置することでハンドリングに
も貢献するフルシステムです。「レコモン」をもう一回り野太く
したイメージのアグレッシブな
サウンドです。

GT
278

(税別)

～¥128,000
278をベースに、サウンド切り替え機構を追加した最高峰の
システムです。サウンドの変化は明確で、278同様のアグレッ
シブなサウンドから、早朝の住宅街でも安心のサイレント
モードに、手元のスイッチ一つで切り替え可能です。エンジン
の負圧を利用して切り替えるため、
作動性も極めて良好です。

GT
550

(税別)

～¥228,000
近年の欧州スポーツカー特有のサウンドが苦手な方にお勧
めの、重低音系のジェントルなサウンドを奏でるキャットバッ
クシステムです。上質な乾いた響きで日本人好みのスポーツ
サウンドに仕上げました。

GT
650

(税別)

～¥108,000

ABARTH500/595の純正インタークーラー
はバンパーの左右のダクトに合わせた凝ったレ
イアウトですが、いかんせん配管も複雑で効率
がイマイチ。そこで前置きのインタークーラー
に変更することで、吸気温度の低下を図り、実
質的なブーストアップと性能の安定化を実現し
ます。ボルトオン設計で配管も極力金属製と
し、圧力損失を最低限に抑えております。サー
キット走行を愉しむ方にはもちろん、街乗りで
もエンジンに優しく、全てのアバルトユーザー
におススメのパーツです！Sサイズは純正比約
2倍、Lサイズですと加工済みホースメントもつ
いて純正比約3倍のコア容量となります。

ABARTH500/595を対象に、G-TECHでは
ECUチューンも行っております。総合的に燃調を
取れるECUチューンですから、サブコン等に比べ
さらにマージンを攻めたセッティングが可能で
す。低～中速を大幅にアップするセッティングで、
コンパクトなアバルトに相応しいダイナミックな
味付けをご用意いたしました。詳細はお問い合わ
せください。パワーアップだけでなく、エキゾース
トバブリングも可能です。空ぶかしや走行中のア

クセルオフで「バリバリバリ！」という音を鳴らす、某スーパーカーのようなサウン
ドは、理屈抜きの愉しさです！EURO6全車種、EURO5のMT車で施工可能で
す。EURO6車両についてはECU単体でのお持ち込みにも対応致します。

アバルトファクトリーで最近数多くお問い合わせ頂くのがアルファロメオ４Cのタイミングベル
ト交換ですが、構造上作業が困難なためどの整備工場でも敬遠されがちで、費用的にもかなり
高額になってしまうようです。当ファクトリーには板金部門：ウイングボディーがございますので、
ボディ外板が邪魔で作業が困難な4Cでも、
他の車種同様に問題なく作業可能です。

Fiat/ABARTH
メンテナンスケアパック

Fiat/ABARTH車検基本メニュー

リニューアルしてアメリカンショールームと統合したウイング
ランドでは、カフェスペースを拡大して、テラス席もご用意致
しました。また、アバルトのエンブレムをあしらったアン
ティーク漂う背景をバックに納車の記念撮影や、週末になる
とたくさんのオーナー様が愛車の撮影会などウイングオー
トのインスタ映えスポットとなっております！！
カフェスペースで好きな車を見ながらコーヒー１杯……
是非、お近くにご来店された際は休憩にご活用下さいませ。

G-TECHコンプリートキットやサブコンなどのパーツもローンに組込み可能！

最大120回払いの低金利1.9％自由返済型ローンをご用意。

車両カスタム時に不要となった純正部品を下取り！

カスタム車、並行車、チューニング車も高価下取り！

オーナーズツーリングやドライビングアカデミーなど仲間と交流できるイベントが盛りだくさん！

専任メカニックのサポートとお値打ちなメンテナンスパックもご用意。

●大切に乗り続けられたアバルト
●カスタマイズやチューニングされたアバルト
●並行輸入のアバルト
●距離がたくさん走ったアバルト
●修理が必要なアバルト

どんなアバルトも私達が愛情を持て評価致します。大切に
仕上げて次の世代に乗り継いでいきます。私たちはアバル
トがこの先10年・20年楽しめる環境を築いていきます。

水野までTEL:052-400-5554

今年は新車も多くのオーダーをいただきました。アバルト595のコンペティツィ
オーネや、フィアットの500Xまで幅広くご用命頂いております‼今回ご納車致し
ましたG-TECH EVO240もカム、インタークーラーから車高調までフルカスタ
ムのオーダーをいただきお客様と一緒に作り上げていきました。ウイングオート
で新車を買うメリットはこんなにもあります。

社長の70thアニベルサリオ拝借して展示。
バブルリングもインストール！
ABARTH 850TC仕様 新旧アバルト並び
ます。水野も新旧2台持ちしたいですね～。
一日中ブースにはクルマ好きが集まり、3密
を避けながらの楽しいクルマ談議。オー
ナーさん同士が仲良くなってましたね。

G-TECH Racing Teamは5
台で参戦。ピットも借りて楽し
い時間を満喫です。初参加の
オーナーさんも楽しまれてい
ましたよ～。なんと奥様も体
験走行で富士を走りました。
G-TECH SportSter GT/S
はフェイスをリニューアル!

さて、今後もアバルトでは限定車
が多く発表される予定みたいで
すが、ウイングオートでは新車販
売も大歓迎ですので低金利の
1.9%を使って是非是非ご活用
くださいませ。新車から程度の
良い良好な中古車まで、イタリア車なら
ウイングオートにお任せ下さいませ‼

アバルトの
買取は

私達にお任せ
ください！

LINE
査定も
ご利用
ください

水野はイベントに参加しながら自ら楽しんでいます！！
まもなく水野もサーキットデビュー?

11/15 ミラフィオーリ

10/24アルチャレIN富士スピードウェイ

ショールームに近接した鈑金工場「WING BODY」
輸入車の鈑金塗装この道40年熟練の職人。
アルミ特殊鈑金技術を習得す
る為厳しい試験もクリア。ど
んなに複雑な破損状況でも
元々の状態よりもきれいに修
復できた喜びをオーナー様と
分かち合い、オーナー様の拘
りが詰まった特別な趣味の
車をこの先も末永くカーライ
フを楽しんでいただくために
これからも技術を磨き続け
ていきます。

2年毎に必ずやってくる「車検更新」も整備内容と費用を明確にいたしました。弊社では法定点検以外にブレーキフルード交換、テス
ターによる車輛診断、簡易アライメント調整を基本メニューに含めてご提案しております。追加整備に関しましてもお客様とご相談し
ながら進めさせていただきますのでご安心くださいませ。また、カスタムされた車輛でもお気軽にご相談ください。

フィアット

(

別
税

)¥36,000
通常メンテナンス¥88,000相当が

アバルト

(

別
税

)¥38,000
通常メンテナンス¥91,000相当が

WINGAUTOが実施する車検整備へのこだわり

4C
タイ
ベル

(

別
税

)¥114,000

(

別
税

)¥66,000
バブリング
(ミスファイヤリングシステム）

パフォーマンスアップ
（約20％の馬力・
トルクの強化）

(

別
税

)¥138,000
バブリング&パフォーマンス
アップ

(

別
税

)¥25,000
O2センサーカット (

別
税

)¥25,000
Dynojet シャシダイ
パワーチェック

L：
(

別
税

)¥148,000S：

(

別
税

)¥128,000

(

別
税

)¥97,5004Cタイベル
（別途部品代必要です）

●カスタマイズ、チューニングされた車輛に精通したメカニックが細部までしっかり点検いたします。（直接メカニックへご相談も可能）
●純正パーツだけでなく優良社外パーツや良質な中古パーツも揃っておりますのでコストダウンも可能です。
●大切なお車を安心かつ快適にお乗りいただくためにオーナー様お一人お一人のカーライフに合わせたご提案をいたします。
●予め御見積り内容をお客様と相談、費用もご提示した上で作業を進めてさせていただく為ご安心いただけます。

車検整備基本料金¥45,000に含まれる作業

●専用テスターによる車輛診断（通常￥9,000）
メンテナンスインターバルリセットはもちろん、
チェックランプ点灯による故障診断等
原因特定も確実で迅速なご案内が可能です。
●ブレーキフルード交換(DOT4使用)
走行に合わせてフルードの種類も変更可能です。
スポーツ走行をされる方には
耐久性の高いブレーキフルードを推奨します。
(MOTUL,NUTECなど）
●簡易アライメント調整(通常￥15,000)
フロントのトゥ調整を実施します。

車検整備料金 合計 ー ¥111,370（消費税10%込み）

輸入車購入後の不安要素の第1位は、やっぱり
「メンテナンス費用」や「維持費」かなと思いま
す。実際私自身もそうなのですが、お気に入りの
車を末永く大切に乗り続けていく為には「定期
的なメンテナンス」は必須ですよね。私たちにで
きることは、最低限必要なメンテナンスをできる
限りお値打ちに提供することで車をより一層楽
しんでいただきたいという思いから自社独自の
「メンテナンスケアパック」が誕生しました。メン
テナンスは定期点検とオイル交換、オイルエレメ
ント交換に絞りますが、テスターによる車輛診断

4CT-Sを使用しますので安心。専任メカニック
がお客様とお車に寄り添い安心で快適なカーラ
イフのサポートをいたします。

車検整備一式／基本料金 ￥45,000
・エンジンルーム各部点検
・油脂類各部点検

・室内各部点検
・ブレーキ廻り各部点検

・足廻り各部点検
・下廻り各部点検
・灯火装置各部点検

・専用テスターによる車両診断　・簡易アライメント調整
・ブレーキフルード交換　　　　パーツ代／￥3,100

・自賠責保険料　￥21,550
・重量税　　　　￥24,600
・印紙代　　　　￥1,200

・検査代行手数料 ￥10,000
・廃棄物処分料　 ￥100

法定費用／合計（非課税）￥47,350 諸経費／合計￥10,100

ユーロコンパクトカー
WING FACTORY
TEL:052-401-1327

ユーロコンパクトの事なら
TEL:052-400-5554

アバルト500系のために三種類の
エキゾーストシステムを用意

臼井美樹
受付・フロント

榊原宏史
メカニック

インスタ映えスポット!

水野一秀
営業課長

カフェスペー
スを拡大

テラス席もご
用意

ゆっくりおく
つろぎ

ください

2021年
参加者募集中！
一緒に楽しみ
ましょう。

営業 佐治 弦貴
チームアバルト
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Service

この他にも、デントリペア修理、ガラス飛び石修理などにも
対応しています。お気軽にご相談くださいませ。

事故
修理

突然のトラブル

ウイング
レスキュー

見　積

修　理

ご納車

ウイングオートでは
自動車保険も
取り扱っております。

事故に遭ってしまった! ボディーのキズを直したい!
走ることができなくなってしまった!

WING
BODY

WING
FACTORY

WING FACTORY

TEL:052-401-1327

アメ車・欧州車
ロータス名古屋西/ファクトリー

TEL:052-401-1411

ロータス

修理に困ったら、まずはお電話ください。

任意保険のレッカーサービスも当
店で対応できます。アメ車・コンパ
クトカー・ロータスの取り扱いに
慣れたスタッフが駆けつけます。

サクラエージェンシー（株）
中嶌 お気軽にご相談ください

鈑金職人とメカニックが連携して作業

輸入車の鈑金修理この道40年熟練の職人

アルミ特殊鈑金技術を習得する厳しい試験もクリア

TESLA認定工場・GM認定工場・LOTUS認定工場

どんなに複雑な修理でもきれいに修復して、
喜んで頂きたいという熱い想いを持った職人

きれいに直したい! カスタマイズもしたい!

保険会社様との交渉もお任せください!

良質な中古パーツを使って直したい!

他店で
ご購入された
お車も大歓迎!

そんなオーナーさんの
ご要望・こだわりに
お応えします!!安心して
お任せください!!

熟練の職人が
お車を直します

カークリーニング野崎カークリーニング野崎

ボディーのメンテナンスお任せ下さい！
ボディーのコーティング、車内のクリーニングまで大事なお車を長く
良い状態を保つ為に日々、質の高い商品、技術の提供を心がけてま
す！ボディーのメンテナンス等、お困りの事ございましたら一度ご相
談下さい！

WINGBODY (イトーバン)WINGBODY (イトーバン)

熟練の技×最新設備
長年培ったノウハウを調色やペ
イント技術、鈑金技術を常に進
化させていきSAIMA塗装ブース
やアルミ専用溶接機など最新設
備も導入し、近年では、テスラ鈑
金認定工場として活動しており、
日々技術革新に努めております。

トータルリペア セキスギトータルリペア セキスギ

ホイール 修 理だけで月間
1,500本以上、累計50,000
本以上の施工実績。常に最先
端の修理技術を導入。スタッフ
も常時最新の施工技術を学び
その技術を磨いております。

修理の内容にもよりますが、例えばダイヤ
モンドカットホイールならば通常1～2ヶ月
かかる修理がご予約いただきますと数日間
のスピード修理が可能。また、内装修理の
腕も抜群です。シートに着いた傷など繊細
な技術で新品のように復元が可能です！

確かな技術 迅速な修理スピード

BEFORE AFTER BEFORE AFTER

TASTECARS FACTORYTASTECARS FACTORY

WINGAUTOの溶接加工はこの人にお任せあれ！
GODHANDの持ち主　どんなお困り事も解決する私たちも絶大なる信頼
を寄せている技術力の高い健二郎さんです。施工例は数え切れませんが、
カマロのエンジンＯＨ、アバルトのロールバー組みつけ、アイボルト埋め込
みリアスポイラーをウイングへ変更などなど数多く手がけております。レー
スカーの製作やG-TECH240のエンジンチューニングで加工技術の高さ
は全社員のお墨付きです。TASTECARSの技術とWINGBODYとコラボ
レーションして出来上がっているお車も数多くございます。また、
OLDTIMERの車両のレストア、メンテナンスにおいても長年培った経験と
技術力で素晴らしい再生を手掛けています。趣味の車を大切に末永くお乗
りいただき後世に継承していく為に無くてはならない存在です。

株式会社 ピカソクリエイティブ株式会社 ピカソクリエイティブ

25年の技術

数多くの輸入車を施工し続け、お預かりしたお車に精一杯のサー
ビスと丁寧な仕事をお客様にご提供しています。高機能ウィンドウ
フィルム、愛知県では唯一となるルーマー製ペイントプロテクショ
ンフィルムの施工もお受けします。もちろん、お車を少し個性的に
仕上げる「ラッピング」の技術もスピーディかつ丁寧です。カマロや
コルベット、アバルトのラッピングなどお気軽にご相談ください。

BEFORE

AFTER

フルフラット・大型車対応
キャリアカー4台完備 山崎 功

配送
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