
創業２００３年２月から２０２２年１２月までの取引実績です。
これまで４０６１台お取引させていただいております。
１６８６名の方にご利用いただいており、内６８４名の方に複数回ご利用いただいております。

お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
1 2003.02 埼玉県 トヨタ スパシオ 落札
2 2003.02 千葉県 ダイハツ ＹＲＶ 落札
3 2003.04 東京都 日産 グロリア 落札
4 2003.04 佐賀県 日産 ティーノ 落札
5 2003.04 千葉県 トヨタ カムリグラシアＷ 落札
6 2003.04 東京都 アルファロメオ アルファ１６４ 落札
7 2003.04 埼玉県 ホンダ ステップＷ 落札
8 2003.04 東京都 ホンダ Ｚ 落札
9 2003.04 神奈川県 日産 ラシーン 落札
10 2003.05 長野県 トヨタ タウンエースＶ 落札
11 2003.05 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
12 2003.05 東京都 トヨタ ハリアー 落札
13 2003.05 埼玉県 日産 シルビア 落札
14 2003.05 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
15 2003.05 愛知県 トヨタ ハイエースＶ 落札
16 2003.05 千葉県 日産 エルグランド 落札
17 2003.05 東京都 トヨタ カルディナ 落札
18 2003.05 福岡県 ダイハツ ＹＲＶ 落札
19 2003.05 千葉県 日産 ステージア 落札
20 2003.05 北海道 トヨタ プリウス 落札
21 2003.06 茨城県 スズキ ＫＥＩ 落札
22 2003.06 長崎県 日産 ラルゴ 落札
23 2003.06 千葉県 トヨタ ヴィッツ 落札
24 2003.06 千葉県 三菱 エアトレック 落札
25 2003.06 福岡県 ダイハツ アトレー 落札
26 2003.06 三重県 トヨタ グランドハイエース 落札
27 2003.06 神奈川県 フィアット バルテッタ 落札
28 2003.06 愛知県 マツダ ユーノス５００ 落札
29 2003.06 千葉県 スズキ カプチーノ 落札
30 2003.06 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 落札
31 2003.06 栃木県 ホンダ オルティア 落札
32 2003.07 福島県 日産 インフィニティＱ４５ 落札
33 2003.07 静岡県 スズキ カプチーノ 落札
34 2003.07 兵庫県 アウディ ＴＴクーペ 落札
35 2003.07 茨城県 トヨタ プレミオ 落札
36 2003.07 東京都 三菱 シャリオグランディス 落札
37 2003.07 東京都 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
38 2003.07 福井県 スズキ ＫＥＩ 落札
39 2003.07 千葉県 トヨタ ヴィッツ 落札
40 2003.07 千葉県 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
41 2003.07 徳島県 日産 エルグランド 落札
42 2003.07 岡山県 スズキ エブリィＶ 落札
43 2003.07 神奈川県 トヨタ フィールダー 落札
44 2003.08 埼玉県 ホンダ ＨＲ－Ｖ 落札
45 2003.08 埼玉県 三菱 ディオン 落札
46 2003.08 長野県 スズキ ＫＥＩ 落札
47 2003.08 千葉県 トヨタ スターレット 落札
48 2003.08 神奈川県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 落札
49 2003.08 静岡県 トヨタ クオリス 落札
50 2003.08 宮城県 トヨタ カリブ 落札
51 2003.08 長野県 トヨタ レジアス 落札
52 2003.09 長野県 三菱 パジェロ 落札
53 2003.09 神奈川県 日産 プレーリージョイ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
54 2003.09 秋田県 ボルボ Ｖ７０ 落札
55 2003.09 静岡県 ホンダ インサイト 落札
56 2003.09 埼玉県 三菱 パジェロ 出品
57 2003.09 栃木県 ホンダ トルネオ 落札
58 2003.09 宮城県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
59 2003.09 千葉県 ＢＭＷ ３１８ｉ 落札
60 2003.09 兵庫県 ホンダ プレリュード 落札
61 2003.09 千葉県 ホンダ アコードＷ 出品
62 2003.09 山梨県 トヨタ ヴィッツ 落札
63 2003.09 千葉県 トヨタ イプサム 落札
64 2003.09 静岡県 トヨタ クラウンエステート 落札
65 2003.09 東京都 トヨタ ウィンダム 落札
66 2003.09 千葉県 トヨタ アルデオＷ 落札
67 2003.09 長野県 ホンダ Ｓ２０００ 落札
68 2003.09 東京都 マツダ プレマシー 落札
69 2003.09 千葉県 日産 ブルーバード 落札
70 2003.10 山梨県 マツダ ＭＰＶ 落札
71 2003.10 群馬県 日産 バネットＴ 落札
72 2003.10 東京都 ベンツ Ｓ５００Ｌ 落札
73 2003.10 東京都 日産 ステージア 落札
74 2003.10 茨城県 スバル ヴィヴィオ 落札
75 2003.10 東京都 マツダ ロードスター 落札
76 2003.10 千葉県 トヨタ スパシオ 落札
77 2003.10 広島県 スズキ ジムニー 落札
78 2003.10 神奈川県 スバル フォレスター 出品
79 2003.10 静岡県 べンツ ＭＬ２７０ 落札
80 2003.10 神奈川県 トヨタ ハイエースＷ 落札
81 2003.10 千葉県 ボルボ Ｖ４０ 落札
82 2003.10 埼玉県 トヨタ イプサム 落札
83 2003.10 長野県 三菱 パジェロミニ 落札
84 2003.10 千葉県 日産 セレナ 落札
85 2003.10 神奈川県 トヨタ アルテッツァ 落札
86 2003.11 群馬県 トヨタ プレミオ 落札
87 2003.11 埼玉県 トヨタ プリウス 落札
88 2003.11 栃木県 トヨタ プリウス 落札
89 2003.11 千葉県 ホンダ ストリーム 落札
90 2003.11 東京都 ホンダ アコードＷ 落札
91 2003.11 神奈川県 トヨタ カローラ 落札
92 2003.11 神奈川県 トヨタ カローラ 落札
93 2003.11 埼玉県 日産 キャラバンＶ 落札
94 2003.11 千葉県 スバル フォレスター 落札
95 2003.11 茨城県 トヨタ プリウス 落札
96 2003.11 京都府 トヨタ イプサム 落札
97 2003.11 千葉県 ＶＷ ゴルフ 落札
98 2003.11 群馬県 トヨタ ソアラ 落札
99 2003.11 千葉県 三菱 ディオン 落札
100 2003.11 新潟県 ダイハツ テリオスキッド 落札
101 2003.12 神奈川県 トヨタ セリカ 落札
102 2003.12 千葉県 トヨタ セリカ 落札
103 2003.12 神奈川県 トヨタ アルテッツァ 落札
104 2003.12 東京都 トヨタ プリウス 落札
105 2003.12 千葉県 トヨタ アルテッツァ 落札
106 2003.12 群馬県 ホンダ モビリオ 落札
107 2003.12 千葉県 ダイハツ アトレー 落札
108 2003.12 千葉県 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
109 2003.12 千葉県 マツダ デミオ 落札
110 2003.12 千葉県 日産 エクストレイル 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
111 2003.12 千葉県 アルファロメオ ２．０ＴＳｾﾚｽﾋﾟｰﾄﾞ 落札
112 2003.12 香川県 トヨタ サーフ 落札
113 2003.12 千葉県 マツダ ロードスター 落札
114 2004.01 千葉県 日産 スカイライン 出品
115 2004.01 千葉県 スズキ エスクード 出品
116 2004.01 千葉県 トヨタ カリブ 出品
117 2004.01 神奈川県 トヨタ アルテッツァ 落札
118 2004.01 宮城県 ホンダ インテグラ 落札
119 2004.01 千葉県 ホンダ キャパ 落札
120 2004.01 広島県 ＢＭＷ Ｚ３ 落札
121 2004.01 千葉県 ホンダ オデッセイ 落札
122 2004.01 栃木県 日産 セレナ 落札
123 2004.01 千葉県 ホンダ アコードＷ 落札
124 2004.01 神奈川県 ホンダ スパイク 落札
125 2004.01 千葉県 日産 プリメーラ 落札
126 2004.01 兵庫県 トヨタ プラド 落札
127 2004.01 秋田県 トヨタ イプサム 落札
128 2004.01 千葉県 ホンダ ラグレイト 落札
129 2004.01 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
130 2004.01 千葉県 ＢＭＷ 325Iﾂｰﾘﾝｸﾞ 落札
131 2004.01 千葉県 トヨタ グランビア 落札
132 2004.01 千葉県 トヨタ ランクル 出品
133 2004.01 神奈川県 トヨタ ファンカーゴ 落札
134 2004.01 千葉県 トヨタ スパシオ 落札
135 2004.01 福島県 日産 マーチ 落札
136 2004.02 群馬県 日産 マーチ 落札
137 2004.02 群馬県 ホンダ ライフ 落札
138 2004.02 秋田県 トヨタ デュエット 落札
139 2004.02 千葉県 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
140 2004.02 愛知県 トヨタ ブレビス 落札
141 2004.02 埼玉県 マツダ ロードスター 落札
142 2004.02 千葉県 三菱 ディオン 落札
143 2004.02 栃木県 フォード トーラスＷ 落札
144 2004.02 千葉県 日産 プリメーラ 落札
145 2004.02 茨城県 トヨタ プログレ 落札
146 2004.02 兵庫県 クライスラー ラングラー 落札
147 2004.02 千葉県 日産 シルビア 落札
148 2004.02 茨城県 マツダ ＲＸ－７ 落札
149 2004.03 宮城県 ベンツ Ｓ３２０ 落札
150 2004.03 茨城県 マツダ ファミリアＳＷ 落札
151 2004.03 茨城県 ホンダ オルティア 落札
152 2004.03 福岡県 ベンツ Ｅ２４０Ｗ 落札
153 2004.03 千葉県 トヨタ デュエット 落札
154 2004.03 千葉県 日産 ラシーン 落札
155 2004.03 神奈川県 トヨタ ランクス 落札
156 2004.03 千葉県 トヨタ イプサム 落札
157 2004.03 北海道 トヨタ チェイサー 落札
158 2004.03 大阪府 日産 セレナ 落札
159 2004.03 静岡県 ホンダ インサイト 落札
160 2004.03 兵庫県 スバル レガシィＷ 出品
161 2004.04 群馬県 ホンダ アクティＴ 落札
162 2004.04 千葉県 ホンダ ステップＷ 落札
163 2004.04 福岡県 トヨタ クレスタ 出品
164 2004.04 神奈川県 マツダ デミオ 落札
165 2004.04 新潟県 トヨタ アルファード 落札
166 2004.04 神奈川県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 出品
167 2004.04 東京都 ホンダ アコードＷ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
168 2004.04 千葉県 ホンダ ＨＲ－Ｖ 落札
169 2004.04 千葉県 マツダ デミオ 落札
170 2004.04 千葉県 フォード エクスプローラー 落札
171 2004.05 群馬県 ホンダ アクティＴ 落札
172 2004.05 茨城県 日産 リバティ 落札
173 2004.05 千葉県 ホンダ アコードＷ 出品
174 2004.05 北海道 トヨタ ルシーダ 落札
175 2004.05 広島県 三菱 シャリオグランディス 落札
176 2004.05 千葉県 ホンダ ステップＷ 落札
177 2004.05 千葉県 ローバー レンジローバー 出品
178 2004.06 千葉県 クライスラー ＰＴクルーザー 出品
179 2004.06 青森県 日産 セレナ 落札
180 2004.06 新潟県 ボルボ Ｖ７０ 落札
181 2004.06 千葉県 トヨタ マーク２ 落札
182 2004.06 東京都 日産 リバティ 落札
183 2004.06 北海道 トヨタ ランクル 落札
184 2004.06 神奈川県 アウディ Ａ３ 落札
185 2004.06 長野県 日産 グロリア 落札
186 2004.06 石川県 三菱 ディオン 落札
187 2004.06 兵庫県 トヨタ アリオン 落札
188 2004.06 岩手県 トヨタ プラッツ 落札
189 2004.07 千葉県 トヨタ ウィンダム 出品
190 2004.07 群馬県 トヨタ アリスト 出品
191 2004.07 千葉県 スバル レガシィＢ４ 落札
192 2004.07 新潟県 三菱 パジェロ 出品
193 2004.07 北海道 三菱 エアトレック 落札
194 2004.07 千葉県 マツダ ファミリアＳＷ 落札
195 2004.07 福井県 トヨタ ハイエースＶ 落札
196 2004.07 千葉県 三菱 ディオン 落札
197 2004.07 千葉県 スバル サンバーＴ 落札
198 2004.07 北海道 スバル インプレッサ 落札
199 2004.07 山梨県 トヨタ ヴィッツ 落札
200 2004.07 山梨県 三菱 エアトレック 落札
201 2004.07 千葉県 日産 マーチ 落札
202 2004.07 千葉県 三菱 グランディス 落札
203 2004.07 福島県 日産 マーチ 落札
204 2004.08 千葉県 日産 ラルゴ 出品
205 2004.08 沖縄県 スバル インプレッサ 落札
206 2004.08 滋賀県 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
207 2004.08 千葉県 ローバー 216 出品
208 2004.08 大阪府 ベンツ Ｅ２４０ 落札
209 2004.08 千葉県 三菱 レグナム 落札
210 2004.08 千葉県 三菱 FTO 落札
211 2004.08 静岡県 マツダ ＲＸ－８ 出品
212 2004.08 群馬県 ベンツ Ｓ５００Ｌ 落札
213 2004.08 神奈川県 三菱 ディオン 落札
214 2004.09 群馬県 スズキ セブリィ 落札
215 2004.09 東京都 日産 シルビア 落札
216 2004.09 新潟県 ボルボ Ｖ７０ 出品
217 2004.09 新潟県 スバル フォレスター 落札
218 2004.09 福井県 トヨタ サーフ 落札
219 2004.09 栃木県 ホンダ バモス 落札
220 2004.09 山梨県 スズキ エブリィＷ 出品
221 2004.09 山梨県 ホンダ インサイト 落札
222 2004.09 沖縄県 トヨタ ターセル 落札
223 2004.09 広島県 三菱 ディオン 落札
224 2004.09 埼玉県 三菱 ミニキャブＶ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
225 2004.09 千葉県 日産 マーチ 落札
226 2004.09 茨城県 ホンダ セイバー 落札
227 2004.10 神奈川県 トヨタ ヴェロッサ 落札
228 2004.10 千葉県 日産 シルビア 出品
229 2004.10 愛知県 トヨタ グラシアＷ 落札
230 2004.10 神奈川県 トヨタ チェイサー 落札
231 2004.10 千葉県 三菱 レグナム 落札
232 2004.10 千葉県 日産 リバティ 落札
233 2004.10 鹿児島県 フォード フリーダ 落札
234 2004.10 埼玉県 マツダ ＭＰＶ 落札
235 2004.10 大阪府 スズキ カプチーノ 落札
236 2004.10 福岡県 プジョー 206 落札
237 2004.11 千葉県 ホンダ インスパイア 出品
238 2004.11 群馬県 日産 ラルゴ 出品
239 2004.11 千葉県 三菱 レグナム 落札
240 2004.11 千葉県 日産 セレナ 落札
241 2004.11 大阪府 日産 ステージア 落札
242 2004.11 千葉県 三菱 ディオン 落札
243 2004.11 東京都 トヨタ カルディナ 落札
244 2004.11 茨城県 トヨタ ハイエースＶ 出品
245 2004.11 大阪府 スバル インプレッサ 出品
246 2004.11 福岡県 三菱 パジェロ 出品
247 2004.12 東京都 トヨタ ルシーダ 落札
248 2004.12 北海道 三菱 トッポＢＪ 落札
249 2004.12 三重県 ボルボ Ｖ７０ 落札
250 2004.12 千葉県 トヨタ マジェスタ 落札
251 2004.12 福井県 スズキ ジムニー 落札
252 2004.12 群馬県 スバル ディアス 落札
253 2004.12 茨城県 ホンダ インサイト 落札
254 2004.12 茨城県 トヨタ プログレ 落札
255 2004.12 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
256 2004.12 石川県 トヨタ プリウス 落札
257 2004.12 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 落札
258 2004.12 神奈川県 ホンダ バモス 落札
259 2004.12 東京都 日産 テラノ 出品
260 2004.12 大阪府 三菱 ディオン 落札
261 2004.12 長野県 フォード ブローブ 落札
262 2004.12 埼玉県 ＶＷ ゴルフ 落札
263 2004.12 宮城県 オペル アストラ 落札
264 2005.01 静岡県 マツダ ボンゴ 落札
265 2005.01 神奈川県 ホンダ オデッセイ 落札
266 2005.01 千葉県 ホンダ ステップＷ 落札
267 2005.01 栃木県 日産 エクストレイル 落札
268 2005.01 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
269 2005.01 長野県 トヨタ トレノ 落札
270 2005.01 福岡県 スズキ ワゴンＲ 落札
271 2005.01 埼玉県 スバル トラヴィック 落札
272 2005.01 滋賀県 トヨタ マーク２ 落札
273 2005.01 石川県 スバル レガシィＷ 出品
274 2005.01 北海道 ホンダ ラグレイト 落札
275 2005.01 千葉県 ホンダ フィット 落札
276 2005.02 千葉県 トヨタ ハイエースＷ 出品
277 2005.02 神奈川県 トヨタ Ｂｂ 落札
278 2005.02 埼玉県 ホンダ アコードＷ 落札
279 2005.02 兵庫県 ダイハツ ネイキッド 落札
280 2005.02 宮城県 トヨタ ウィンダム 落札
281 2005.02 埼玉県 トヨタ タウンエースノア 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
282 2005.02 福岡県 ダイハツ オプティ 出品
283 2005.02 栃木県 スバル レガシィＷ 落札
284 2005.02 埼玉県 スバル レガシィＷ 落札
285 2005.02 千葉県 日産 セレナ 落札
286 2005.02 福岡県 ＶＷ ゴルフ 落札
287 2005.02 東京都 トヨタ アレックス 落札
288 2005.02 栃木県 ＢＭＷ ５２８ｉﾂｰﾘﾝｸﾞ 落札
289 2005.02 岐阜県 スバル レガシィＷ 落札
290 2005.03 千葉県 トヨタ エミーナ 出品
291 2005.03 千葉県 トヨタ コロナ 出品
292 2005.03 千葉県 マツダ ＲＸ－７ 出品
293 2005.03 千葉県 三菱 ギャラン 出品
294 2005.03 山口県 スバル プレオネスタ 落札
295 2005.03 千葉県 ダイハツ アトレー７ 落札
296 2005.03 千葉県 トヨタ カローラ 落札
297 2005.03 愛知県 ボルボ Ｖ７０ 落札
298 2005.03 千葉県 三菱 ディオン 落札
299 2005.03 東京都 トヨタ スターレット 出品
300 2005.03 東京都 マツダ プレマシー 落札
301 2005.03 埼玉県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 出品
302 2005.03 神奈川県 トヨタ プリウス 落札
303 2005.03 滋賀県 スバル インプレッサＷ 落札
304 2005.03 東京都 マツダ ロードスター 落札
305 2005.03 千葉県 スズキ ワゴンＲ 落札
306 2005.03 神奈川県 マツダ ロードスター 落札
307 2005.03 岩手県 スバル インプレッサ 出品
308 2005.03 兵庫県 ホンダ アコード 落札
309 2005.03 東京都 ホンダ シビック 落札
310 2005.03 東京都 三菱 ＲＶＲ 落札
311 2005.03 千葉県 トヨタ キャミ 落札
312 2005.03 岐阜県 スバル フォレスター 落札
313 2005.03 静岡県 トヨタ ノア 出品
314 2005.03 埼玉県 ＶＷ ビートル 落札
315 2005.03 大阪府 トヨタ プログレ 出品
316 2005.03 北海道 スバル レガシィＷ 落札
317 2005.04 千葉県 トヨタ カローラ 出品
318 2005.04 千葉県 スバル インプレッサＷ 出品
319 2005.04 福島県 トヨタ プリウス 落札
320 2005.04 群馬県 日産 マーチ 落札
321 2005.04 富山県 トヨタ ＷＩＬＬ　ＶＳ 落札
322 2005.04 栃木県 ダイハツ ストーリア 落札
323 2005.04 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
324 2005.04 愛知県 日産 グロリア 出品
325 2005.04 埼玉県 トヨタ イプサム 出品
326 2005.04 東京都 スバル インプレッサＷ 出品
327 2005.04 愛知県 ホンダ シビック 出品
328 2005.04 三重県 マツダ ロードスター 落札
329 2005.04 沖縄県 ダイハツ ミラ 落札
330 2005.04 東京都 ボルボ 940 落札
331 2005.04 神奈川県 マツダ ＲＸ－７ 落札
332 2005.04 岩手県 トヨタ フィールダー 落札
333 2005.04 千葉県 三菱 パジェロ 落札
334 2005.04 東京都 日産 マーチ 落札
335 2005.04 愛知県 三菱 エアトレック 落札
336 2005.04 千葉県 スバル プレオ 落札
337 2005.04 東京都 三菱 ランサー 出品
338 2005.04 埼玉県 日産 シルフィ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
339 2005.04 栃木県 ホンダ アクティＴ 落札
340 2005.04 千葉県 ダイハツ ムーヴ 出品
341 2005.04 栃木県 マツダ センティア 落札
342 2005.04 千葉県 ＢＭＷ ３１８ｉ 落札
343 2005.04 千葉県 スズキ エブリィＷ 落札
344 2005.04 新潟県 三菱 パジェロミニ 落札
345 2005.04 神奈川県 マツダ アクセラ 落札
346 2005.04 千葉県 三菱 ディオン 落札
347 2005.04 新潟県 ＶＷ ゴルフＷ 落札
348 2005.04 北海道 スバル レガシィＷ 落札
349 2005.05 千葉県 トヨタ ルシーダ 出品
350 2005.05 千葉県 日産 スカイライン 出品
351 2005.05 福島県 スズキ アルト 落札
352 2005.05 埼玉県 トヨタ ブリット 落札
353 2005.05 兵庫県 ホンダ Ｓ２０００ 落札
354 2005.05 広島県 ホンダ ステップＷ 落札
355 2005.05 広島県 トヨタ プリウス 落札
356 2005.05 群馬県 日産 ステージア 落札
357 2005.05 北海道 ボルボ Ｖ７０ 落札
358 2005.05 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
359 2005.05 静岡県 トヨタ ラウム 落札
360 2005.05 大阪府 スバル トラヴィック 落札
361 2005.05 静岡県 ホンダ フィット 落札
362 2005.05 千葉県 スバル レガシィ 落札
363 2005.06 千葉県 三菱 ミニカ 出品
364 2005.06 東京都 マツダ ＲＸ－８ 落札
365 2005.06 大阪府 トヨタ レジアス 落札
366 2005.06 千葉県 三菱 ディオン 落札
367 2005.06 茨城県 ＢＭＷ ３２５Ｉ 落札
368 2005.06 北海道 スバル レガシィＷ 落札
369 2005.06 神奈川県 ベンツ Ａ１９０ 落札
370 2005.06 神奈川県 日産 エルグランド 落札
371 2005.06 新潟県 トヨタ ウィンダム 落札
372 2005.06 群馬県 ホンダ スパイク 落札
373 2005.06 埼玉県 三菱 パジェロ 落札
374 2005.06 千葉県 トヨタ プログレ 落札
375 2005.06 神奈川県 三菱 ディオン 落札
376 2005.06 群馬県 プジョー ２０６ＣＣ 落札
377 2005.06 千葉県 日産 シルフィ 落札
378 2005.07 埼玉県 トヨタ サーフ 出品
379 2005.07 大阪府 ホンダ Ｓ－ＭＸ 出品
380 2005.07 愛知県 ホンダ エリシオン 落札
381 2005.07 東京都 ＢＭＷ ５２８ｉ 落札
382 2005.07 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
383 2005.07 東京都 トヨタ レジアス 落札
384 2005.07 静岡県 トヨタ アルテッツァ 落札
385 2005.07 静岡県 トヨタ クラウン 出品
386 2005.07 静岡県 トヨタ クラウン 落札
387 2005.07 北海道 アルファロメオ １５６ＴＳ 落札
388 2005.07 熊本県 三菱 ディオン 落札
389 2005.07 千葉県 トヨタ アルテッツァ 落札
390 2005.07 福岡県 ＢＭＷ ３１８Ｔｉ 落札
391 2005.07 富山県 トヨタ デュエット 落札
392 2005.07 大阪府 日産 セドリック 落札
393 2005.07 群馬県 ＢＭＷ ５２５ｉハイライン 落札
394 2005.07 千葉県 フォード エクスプローラー 出品
395 2005.07 埼玉県 トヨタ スパシオ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
396 2005.08 北海道 スズキ ジムニー 落札
397 2005.08 大阪府 ボルボ 850 落札
398 2005.08 神奈川県 ダイハツ タント 落札
399 2005.08 千葉県 トヨタ セリカ 落札
400 2005.08 栃木県 三菱 ミニキャブＶ 落札
401 2005.08 栃木県 三菱 タウンボックスＶ 落札
402 2005.08 千葉県 日産 マーチ 落札
403 2005.08 東京都 ＢＭＷ ミニ 落札
404 2005.08 長野県 アウディ Ａ４ 落札
405 2005.08 千葉県 ホンダ ステップＷ 落札
406 2005.08 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
407 2005.08 神奈川県 マツダ ロードスター 出品
408 2005.08 東京都 ＢＭＷ Ｚ３ 出品
409 2005.08 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
410 2005.08 埼玉県 トヨタ アルデオＷ 落札
411 2005.08 茨城県 スバル レガシィＷ 落札
412 2005.08 神奈川県 三菱 イオ 落札
413 2005.08 茨城県 日産 エルグランド 落札
414 2005.08 千葉県 ＢＭＷ ３１８ｉツーリング 落札
415 2005.08 千葉県 ベンツ ビアノ 落札
416 2005.08 東京都 スバル レガシィＷ 落札
417 2005.08 千葉県 トヨタ アレックス 落札
418 2005.08 広島県 マツダ ＭＰＶ 出品
419 2005.09 千葉県 トヨタ カリブ 出品
420 2005.09 神奈川県 トヨタ ヴェロッサ 出品
421 2005.09 千葉県 三菱 ミニカ 落札
422 2005.09 栃木県 三菱 トッポＢＪ 出品
423 2005.09 茨城県 ホンダ モビリオ 落札
424 2005.09 埼玉県 ダイハツ ネイキッド 落札
425 2005.09 富山県 ホンダ オデッセイ 落札
426 2005.09 栃木県 ベンツ Ｃ２００ 落札
427 2005.09 千葉県 スズキ ワゴンＲ 落札
428 2005.09 東京都 ローバー レンジローバー 落札
429 2005.09 青森県 三菱 トッポＢＪ 落札
430 2005.09 秋田県 三菱 エアトレック 落札
431 2005.09 千葉県 ボルボ 850 落札
432 2005.09 千葉県 日産 シーマ 落札
433 2005.09 和歌山県 トヨタ エスティマ 落札
434 2005.10 岐阜県 トヨタ プリウス 落札
435 2005.10 千葉県 三菱 コルト 落札
436 2005.10 千葉県 トヨタ チェイサー 出品
437 2005.10 石川県 三菱 トッポＢＪ 落札
438 2005.10 石川県 トヨタ ＷＩＬＬ　ＶＩ 落札
439 2005.10 栃木県 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
440 2005.10 埼玉県 ベンツ Ｓ３２０ 落札
441 2005.10 千葉県 ボルボ Ｖ５０ 落札
442 2005.10 兵庫県 三菱 ディオン 落札
443 2005.10 熊本県 スバル プレオ 出品
444 2005.10 埼玉県 スバル トラヴィック 落札
445 2005.10 神奈川県 三菱 ＥＫワゴン 落札
446 2005.10 千葉県 日産 セレナ 落札
447 2005.10 静岡県 スズキ カプチーノ 落札
448 2005.10 茨城県 スズキ ソリオ 落札
449 2005.10 静岡県 三菱 コルト 落札
450 2005.10 群馬県 三菱 タウンボックス 落札
451 2005.10 茨城県 ＢＭＷ ミニ 落札
452 2005.10 東京都 マツダ プレマシー 落札
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453 2005.11 埼玉県 トヨタ ヴィッツ 落札
454 2005.11 大阪府 スバル レガシィＷ 落札
455 2005.11 長崎県 ホンダ アコード 落札
456 2005.11 岐阜県 トヨタ プレミオ 出品
457 2005.11 岩手県 スバル サンバーＴ 落札
458 2005.11 茨城県 ＢＭＷ ５２５ｉ 落札
459 2005.11 広島県 三菱 ディオン 出品
460 2005.12 秋田県 スバル レガシィＷ 落札
461 2005.12 東京都 マツダ デミオ 落札
462 2005.12 茨城県 ダイハツ ムーヴ 落札
463 2005.12 茨城県 三菱 ディオン 落札
464 2005.12 千葉県 ホンダ Ｓ－ＭＸ 落札
465 2005.12 千葉県 ＢＭＷ ５２８ｉ 落札
466 2005.12 北海道 トヨタ ランクル 落札
467 2005.12 群馬県 ＶＷ ビートル 落札
468 2005.12 群馬県 スズキ ワゴンＲ 落札
469 2005.12 東京都 三菱 パジェロミニ 出品
470 2005.12 新潟県 ホンダ ステップＷ 落札
471 2005.12 宮城県 三菱 ミニカ 落札
472 2005.12 東京都 ホンダ エディックス 落札
473 2005.12 神奈川県 三菱 パジェロ 落札
474 2005.12 茨城県 三菱 コルト 落札
475 2006.01 東京都 トヨタ サーフ 出品
476 2006.01 石川県 トヨタ セルシオ 落札
477 2006.01 東京都 ベンツ １９０Ｅ 出品
478 2006.01 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
479 2006.01 千葉県 スバル トラヴィック 落札
480 2006.01 千葉県 日産 マーチ 出品
481 2006.01 福井県 三菱 パジェロ 出品
482 2006.01 大阪府 スバル レガシィＷ 落札
483 2006.01 岡山県 三菱 ディオン 落札
484 2006.01 東京都 ＢＭＷ ５２５Ｉ 落札
485 2006.01 埼玉県 トヨタ ハリアー 出品
486 2006.02 長野県 トヨタ ファンカーゴ 落札
487 2006.02 北海道 トヨタ サーフ 落札
488 2006.02 青森県 ホンダ ステップＷ 落札
489 2006.02 東京都 トヨタ アルテッツァ 出品
490 2006.02 千葉県 ボルボ Ｖ７０ 出品
491 2006.02 東京都 アウディ ｵｰﾙﾛｰﾄﾞ 落札
492 2006.02 千葉県 クライスラー ボイジャー 落札
493 2006.02 鹿児島県 ホンダ シビック 落札
494 2006.02 山口県 ホンダ ホンダＺ 落札
495 2006.03 東京都 スバル レガシィＷ 落札
496 2006.03 鹿児島県 三菱 リベロ 落札
497 2006.03 山形県 トヨタ フィールダー 落札
498 2006.03 石川県 日産 １８０ＳＸ 出品
499 2006.03 岩手県 トヨタ プラド 落札
500 2006.03 千葉県 三菱 パジェロミニ 落札
501 2006.03 茨城県 マツダ ロードスター 落札
502 2006.03 北海道 トヨタ ランクル 落札
503 2006.03 千葉県 日産 プレサージュ 落札
504 2006.03 兵庫県 ホンダ アヴァンシア 落札
505 2006.03 東京都 アウディ Ａ６ 落札
506 2006.03 兵庫県 日産 ウィングロード 落札
507 2006.04 宮城県 トヨタ サクシードＷ 落札
508 2006.04 福島県 ホンダ ストリーム 落札
509 2006.04 東京都 スバル サンバーＴ 落札
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510 2006.04 三重県 ダイハツ ミラジーノ 落札
511 2006.04 岡山県 日産 スカイライン 落札
512 2006.04 茨城県 アウディ Ａ６ 落札
513 2006.04 千葉県 トヨタ ＲＡＶ４ 落札
514 2006.04 東京都 三菱 エアトレック 落札
515 2006.04 千葉県 三菱 ディオン 落札
516 2006.04 滋賀県 トヨタ ヴィッツ 落札
517 2006.04 岩手県 スバル レガシィＢ４ 落札
518 2006.04 神奈川県 ホンダ スパイク 出品
519 2006.04 神奈川県 トヨタ アレックス 落札
520 2006.04 群馬県 ベンツ Ｅ５００ 落札
521 2006.05 千葉県 日産 アトラス 落札
522 2006.05 静岡県 三菱 シャリオグランディス 出品
523 2006.05 茨城県 トヨタ カリーナ 落札
524 2006.05 秋田県 スバル レガシィＷ 出品
525 2006.05 千葉県 ダイハツ ムーヴラテ 落札
526 2006.05 北海道 トヨタ ランクル 出品
527 2006.05 岩手県 マツダ ＭＰＶ 出品
528 2006.05 群馬県 ＶＷ ビートル 出品
529 2006.05 東京都 三菱 コルト 落札
530 2006.05 千葉県 三菱 グランディス 出品
531 2006.05 鳥取県 三菱 ディオン 落札
532 2006.05 千葉県 ベンツ ＭＬ３５０ 落札
533 2006.05 静岡県 トヨタ エスティマ 落札
534 2006.05 神奈川県 ホンダ フィット 出品
535 2006.05 東京都 三菱 ディアマンテ 出品
536 2006.06 兵庫県 ジャガー ＸＪ８ 出品
537 2006.06 神奈川県 ホンダ インサイト 落札
538 2006.06 栃木県 ホンダ アコードＷ 落札
539 2006.06 千葉県 日産 プレサージュ 落札
540 2006.06 福岡県 ＢＭＷ ３１８Ｔｉ 出品
541 2006.06 千葉県 ホンダ モビリオ 落札
542 2006.06 秋田県 ボルボ Ｖ７０ 出品
543 2006.06 福島県 フォード エクスプローラー 出品
544 2006.06 兵庫県 日産 エルグランド 出品
545 2006.06 神奈川県 日産 フェアレディＺ 落札
546 2006.06 千葉県 トヨタ セリカ 落札
547 2006.06 静岡県 三菱 コルト 落札
548 2006.06 大阪府 ホンダ ステップＷ 落札
549 2006.06 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
550 2006.06 福岡県 フォード エクスプローラー 落札
551 2006.06 長野県 ホンダ ステップＷ 落札
552 2006.06 神奈川県 ＶＷ ゴルフ 出品
553 2006.06 茨城県 マツダ ロードスター 出品
554 2006.06 静岡県 トヨタ ランクル 出品
555 2006.07 千葉県 スズキ カプチーノ 出品
556 2006.07 滋賀県 トヨタ マーク２ 落札
557 2006.07 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
558 2006.07 静岡県 日産 ウィングロード 落札
559 2006.07 大阪府 日産 プレサージュ 落札
560 2006.07 静岡県 日産 サファリ 落札
561 2006.07 北海道 トヨタ サーフ 出品
562 2006.07 千葉県 日産 スカイライン 落札
563 2006.07 東京都 ボルボ Ｖ７０ 落札
564 2006.07 滋賀県 トヨタ マーク２ 出品
565 2006.07 静岡県 マツダ カペラ 出品
566 2006.07 千葉県 トヨタ ラウム 出品
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
567 2006.07 茨城県 アウディ Ａ４ 出品
568 2006.07 東京都 トヨタ アルファード 出品
569 2006.07 千葉県 日産 プレサージュ 落札
570 2006.07 愛知県 三菱 ディオン 落札
571 2006.07 千葉県 スズキ ラパン 落札
572 2006.07 埼玉県 日産 スカイライン 出品
573 2006.07 神奈川県 ホンダ アコード 出品
574 2006.07 神奈川県 トヨタ アルテッツァ 出品
575 2006.07 千葉県 スバル レガシィＢ４ 出品
576 2006.08 栃木県 ホンダ ＮＳＸ 出品
577 2006.08 千葉県 トヨタ ランクル 出品
578 2006.08 千葉県 日産 マーチ 出品
579 2006.08 岩手県 トヨタ セルシオ 落札
580 2006.08 東京都 トヨタ イプサム 落札
581 2006.08 千葉県 トヨタ カローラＷ 落札
582 2006.08 宮城県 ＭＣＣ スマート 出品
583 2006.08 大阪府 トヨタ ウィッシュ 落札
584 2006.08 神奈川県 ＢＭＷ ミニ 出品
585 2006.08 神奈川県 マツダ ロードスター 出品
586 2006.08 福井県 ホンダ Ｓ２０００ 出品
587 2006.09 群馬県 トヨタ カローラ 出品
588 2006.09 栃木県 ホンダ シビック 落札
589 2006.09 千葉県 ホンダ ステップＷ 落札
590 2006.09 栃木県 トヨタ ＲＡＶ４ 落札
591 2006.09 愛知県 トヨタ ウィッシュ 落札
592 2006.09 岡山県 日産 ティーダ 落札
593 2006.09 秋田県 トヨタ エスティマ 落札
594 2006.09 埼玉県 ホンダ ステップＷ 落札
595 2006.09 大分県 トヨタ ヴィッツ 落札
596 2006.09 埼玉県 マツダ ロードスター 出品
597 2006.09 栃木県 トヨタ カルディナ 出品
598 2006.10 千葉県 ＶＷ ゴルフ 落札
599 2006.10 東京都 ホンダ フィット 落札
600 2006.10 埼玉県 スバル レガシィＷ 落札
601 2006.10 千葉県 スバル フォレスター 落札
602 2006.10 秋田県 トヨタ アルファード 落札
603 2006.10 栃木県 ホンダ ラグレイト 落札
604 2006.10 神奈川県 日産 リバティ 落札
605 2006.10 新潟県 スバル インプレッサＷ 落札
606 2006.10 埼玉県 ベンツ Ｓ３２０ 出品
607 2006.10 千葉県 ＢＭＷ ミニ 出品
608 2006.11 群馬県 三菱 ＲＶＲ 落札
609 2006.11 東京都 スバル レガシィＷ 落札
610 2006.11 茨城県 日産 リバティ 落札
611 2006.11 秋田県 トヨタ プリウス 落札
612 2006.11 福島県 スズキ ソリオ 落札
613 2006.11 山形県 トヨタ イプサム 落札
614 2006.11 静岡県 スバル トラヴィック 落札
615 2006.11 千葉県 トヨタ ブレビス 出品
616 2006.11 神奈川県 日産 プレサージュ 出品
617 2006.11 新潟県 トヨタ カルディナ 出品
618 2006.11 山梨県 ホンダ アコードＷ 落札
619 2006.11 埼玉県 トヨタ エスティマ 落札
620 2006.11 大分県 日産 スカイライン 出品
621 2006.11 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
622 2006.11 千葉県 三菱 ディオン 出品
623 2006.11 千葉県 日産 リバティ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
624 2006.11 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
625 2006.11 宮崎県 ホンダ レジェンド 落札
626 2006.11 群馬県 シボレー トレイルブレイザー 落札
627 2006.11 静岡県 マツダ プレマシー 出品
628 2006.11 千葉県 トヨタ マジェスタ 出品
629 2006.11 神奈川県 マツダ アクセラ 出品
630 2006.12 群馬県 日産 キュービック 落札
631 2006.12 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
632 2006.12 北海道 スズキ ワークス 出品
633 2006.12 群馬県 日産 アトラス 落札
634 2006.12 鹿児島県 ホンダ シビック 落札
635 2006.12 北海道 日産 ステージア 出品
636 2006.12 静岡県 スバル フォレスター 出品
637 2006.12 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
638 2007.01 千葉県 日産 サファリ 落札
639 2007.01 東京都 マツダ ＲＸ－８ 落札
640 2007.01 鹿児島県 日産 ＡＤバン 落札
641 2007.01 鹿児島県 いすず エルフ 落札
642 2007.01 千葉県 日産 セレナ 出品
643 2007.01 静岡県 日産 プレサージュ 落札
644 2007.01 山梨県 トヨタ ヴェロッサ 落札
645 2007.01 鹿児島県 スズキ エブリィＶ 落札
646 2007.01 群馬県 ベンツ Ｅ５００ 出品
647 2007.01 鹿児島県 日産 ＡＤバン 落札
648 2007.01 栃木県 トヨタ ヴィッツ 落札
649 2007.01 千葉県 三菱 ＧＴＯ 出品
650 2007.01 岩手県 日産 エルグランド 出品
651 2007.02 鹿児島県 日産 ＡＤバン 落札
652 2007.02 岩手県 トヨタ アルファード 落札
653 2007.02 富山県 トヨタ シエンタ 落札
654 2007.02 千葉県 日産 セレナ 落札
655 2007.02 茨城県 トヨタ プロナード 落札
656 2007.02 神奈川県 ＶＷ ビートル 落札
657 2007.02 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
658 2007.02 鹿児島県 ダイハツ ミラＶ 落札
659 2007.02 鹿児島県 日産 ＡＤバン 落札
660 2007.02 東京都 ルノー ルーテシア 落札
661 2007.02 宮城県 トヨタ セルシオ 落札
662 2007.02 石川県 ＶＷ ジェッタ 落札
663 2007.03 千葉県 ダイハツ ムーヴ 出品
664 2007.03 千葉県 スズキ エスクード 出品
665 2007.03 静岡県 シボレー コルベット 落札
666 2007.03 千葉県 三菱 ミニカ 落札
667 2007.03 千葉県 スバル インプレッサＷ 落札
668 2007.03 長野県 いすず ミュー 落札
669 2007.03 北海道 トヨタ サーフ 落札
670 2007.03 広島県 ホンダ インスパイア 落札
671 2007.03 千葉県 スズキ ＭＲワゴン 落札
672 2007.03 群馬県 ＶＷ シャラン 落札
673 2007.03 長野県 スズキ スイフト 落札
674 2007.03 茨城県 ＢＭＷ ３１８Ｔｉ 落札
675 2007.03 東京都 日産 プレサージュ 落札
676 2007.03 静岡県 スバル インプレッサＷ 落札
677 2007.03 富山県 マツダ アクセラ 出品
678 2007.03 千葉県 トヨタ ハリアー 出品
679 2007.03 千葉県 日産 スカイライン 落札
680 2007.03 千葉県 ＶＷ ビートル 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
681 2007.03 千葉県 スバル プレオ 落札
682 2007.03 富山県 トヨタ ＭＲ－Ｓ 落札
683 2007.03 千葉県 スバル フォレスター 落札
684 2007.03 東京都 トヨタ セリカ 落札
685 2007.03 東京都 トヨタ ウィンダム 出品
686 2007.03 茨城県 トヨタ プリウス 落札
687 2007.03 神奈川県 日産 フェアレディＺ 出品
688 2007.04 茨城県 トヨタ ポルテ 落札
689 2007.04 愛知県 三菱 アイ 落札
690 2007.04 千葉県 スズキ ワゴンＲ 落札
691 2007.04 東京都 ホンダ ロゴ 落札
692 2007.04 千葉県 スズキ ワゴンＲ 落札
693 2007.04 埼玉県 日産 ステージア 出品
694 2007.04 千葉県 ベンツ Ｅ２４０ 落札
695 2007.04 茨城県 ホンダ インサイト 落札
696 2007.04 茨城県 ホンダ ライフ 出品
697 2007.04 東京都 マツダ アテンザ 出品
698 2007.04 宮城県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
699 2007.04 福井県 プジョー 206 落札
700 2007.04 北海道 ホンダ インテグラ 落札
701 2007.04 茨城県 スバル インプレッサＷ 落札
702 2007.04 鹿児島県 ホンダ フィット 落札
703 2007.04 東京都 トヨタ プリウス 落札
704 2007.04 東京都 ローバー レンジローバー 出品
705 2007.04 宮城県 トヨタ プラド 出品
706 2007.05 富山県 トヨタ カルディナ 落札
707 2007.05 広島県 トヨタ プリウス 落札
708 2007.05 北海道 三菱 ミニカ 落札
709 2007.05 群馬県 ＢＭＷ ７４５ｉ 落札
710 2007.05 神奈川県 ホンダ Ｓ２０００ 出品
711 2007.05 群馬県 シボレー トレイルブレイザー 出品
712 2007.05 千葉県 アウディ Ａ４ 出品
713 2007.05 東京都 ポルシェ 911 出品
714 2007.05 茨城県 マツダ ロードスター 出品
715 2007.05 千葉県 トヨタ スープラ 出品
716 2007.05 東京都 トヨタ レクサスＩＳ 出品
717 2007.05 千葉県 ホンダ バモス 落札
718 2007.05 千葉県 日産 フーガ 落札
719 2007.05 群馬県 トヨタ ハイエースＶ 落札
720 2007.05 東京都 アウディ Ａ４ 落札
721 2007.05 埼玉県 ジャガー Ｓタイプ 出品
722 2007.06 千葉県 サーブ 9000 出品
723 2007.06 新潟県 トヨタ エスティマ 落札
724 2007.06 北海道 三菱 パジェロ 落札
725 2007.06 北海道 三菱 キャンター 落札
726 2007.06 東京都 日産 キューブ 出品
727 2007.06 北海道 スバル サンバーＴ 落札
728 2007.06 神奈川県 トヨタ プログレ 落札
729 2007.06 北海道 スバル レガシィＷ 落札
730 2007.06 千葉県 日産 エルグランド 落札
731 2007.06 神奈川県 マツダ デミオ 出品
732 2007.07 埼玉県 トヨタ プリウス 落札
733 2007.07 東京都 ダイハツ アトレーＶ 落札
734 2007.07 山梨県 トヨタ カローラ 落札
735 2007.07 埼玉県 スバル トラヴィック 落札
736 2007.07 千葉県 ホンダ ビート 出品
737 2007.07 栃木県 日産 ラシーン 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
738 2007.07 広島県 マツダ ロードスター 落札
739 2007.07 埼玉県 日産 スカイライン 出品
740 2007.07 愛知県 ホンダ アコードＷ 落札
741 2007.07 東京都 ＶＷ ゴルフＷ 落札
742 2007.07 千葉県 ＢＭＷ Ｚ３ 落札
743 2007.07 大分県 ホンダ インスパイア 落札
744 2007.07 千葉県 ホンダ ストリーム 出品
745 2007.07 千葉県 日産 ラルゴ 出品
746 2007.07 東京都 マツダ カペラＷ 落札
747 2007.07 兵庫県 スバル アウトバック 出品
748 2007.07 埼玉県 三菱 ランティス 出品
749 2007.08 岩手県 スズキ スイフト 落札
750 2007.08 千葉県 ＢＭＷ ５２８ｉ 落札
751 2007.08 千葉県 トヨタ ソアラ 出品
752 2007.08 千葉県 三菱 キャンター 落札
753 2007.08 千葉県 日産 マーチ 出品
754 2007.08 千葉県 トヨタ アルファード 出品
755 2007.08 岩手県 トヨタ サーフ 出品
756 2007.08 静岡県 日産 エクストレイル 落札
757 2007.08 埼玉県 三菱 ギャラン 出品
758 2007.09 兵庫県 マツダ ＲＸ－８ 個人
759 2007.09 奈良県 トヨタ プリウス 落札
760 2007.09 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
761 2007.09 東京都 ベンツ ＭＬ３２０ 落札
762 2007.09 山梨県 トヨタ ヴェロッサ 出品
763 2007.09 千葉県 日産 スカイライン 落札
764 2007.09 千葉県 三菱 キャンター 落札
765 2007.09 大阪府 マツダ ＲＸ－８ 個人
766 2007.09 宮城県 ホンダ ライフ 落札
767 2007.09 神奈川県 トヨタ レジアス 落札
768 2007.09 岩手県 スバル レガシィＷ 落札
769 2007.09 福島県 ベンツ ２３０ＧＥ 出品
770 2007.10 神奈川県 トヨタ ハイエースＷ 出品
771 2007.10 千葉県 日産 フェアレディＺ 出品
772 2007.10 東京都 ダイハツ オプティ 落札
773 2007.10 石川県 トヨタ プレミオ 落札
774 2007.10 山梨県 マツダ ＭＰＶ 落札
775 2007.10 福島県 ダイハツ オプティ 落札
776 2007.10 千葉県 ダイハツ ＹＲＶ 出品
777 2007.10 愛知県 スバル フォレスター 落札
778 2007.10 長崎県 ホンダ オデッセイ 落札
779 2007.10 福島県 スズキ ワゴンＲ(ﾑｰｳﾞ買取） 落札
780 2007.10 千葉県 ダイハツ ムーヴ 出品
781 2007.10 東京都 トヨタ ハリアー 出品
782 2007.10 鹿児島県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
783 2007.10 神奈川県 三菱 パジェロ 出品
784 2007.10 千葉県 トヨタ スターレット 落札
785 2007.10 埼玉県 日産 エルグランド 落札
786 2007.10 千葉県 ベンツ バネオ 落札
787 2007.10 大阪府 マツダ ロードスター 落札
788 2007.10 東京都 ベンツ ＣＬＫ２００ 出品
789 2007.10 千葉県 三菱 グランディス 出品
790 2007.10 千葉県 日産 エルグランド 落札
791 2007.11 千葉県 トヨタ ヴォクシー 落札
792 2007.11 千葉県 ＢＭＷ ミニ 出品
793 2007.11 長崎県 ホンダ アコード 出品
794 2007.11 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
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795 2007.11 長野県 ダイハツ ムーヴ 落札
796 2007.11 岩手県 三菱 ＥＫスポーツ 落札
797 2007.11 岩手県 日産 エクストレイル 落札
798 2007.11 岩手県 アウディ Ａ３ 落札
799 2007.11 奈良県 日産 プレサージュ 落札
800 2007.11 千葉県 ＢＭＷ ５２８ｉワゴン 出品
801 2007.11 東京都 ホンダ フィット 出品
802 2007.11 千葉県 トヨタ クラウン 出品
803 2007.11 岩手県 トヨタ メガクル 落札
804 2007.11 岩手県 スバル インプレッサＷ 落札
805 2007.11 長野県 スズキ スイフト 落札
806 2007.11 神奈川県 トヨタ プリウス 落札
807 2007.11 神奈川県 ホンダ ラグレイト 落札
808 2007.11 岩手県 三菱 FTO 落札
809 2007.11 山梨県 マツダ ロードスター 出品
810 2007.12 栃木県 ＢＭＷ ３１８ｉ 出品
811 2007.12 岩手県 三菱 イオ 出品
812 2007.12 千葉県 トヨタ ライトエースＴ 出品
813 2007.12 長崎県 日産 ノート 落札
814 2007.12 岡山県 トヨタ マーク２ 落札
815 2007.12 神奈川県 アウディ Ａ３ 落札
816 2007.12 福島県 ダイハツ コペン 落札
817 2007.12 石川県 日産 プレサージュ 落札
818 2007.12 東京都 日産 ステージア 落札
819 2007.12 東京都 ホンダ ステップＷ 出品
820 2008.01 栃木県 ホンダ アコードＷ 落札
821 2008.01 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉ 出品
822 2008.01 群馬県 三菱 イオ 出品
823 2008.01 北海道 ベンツ ＣＬＳ５００ 落札
824 2008.01 千葉県 ホンダ ＣＲ－Ｘ 出品
825 2008.01 埼玉県 ＶＷ ゴルフ 落札
826 2008.01 茨城県 スバル インプレッサＷ 落札
827 2008.01 兵庫県 マツダ ＲＸ－８ 落札
828 2008.01 千葉県 トヨタ プリウス 落札
829 2008.02 北海道 ダイハツ タント 落札
830 2008.02 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
831 2008.02 岩手県 トヨタ クラウン 落札
832 2008.02 岩手県 ＶＷ パサートＷ 落札
833 2008.02 岩手県 ＢＭＷ ５２８ｉＷ 落札
834 2008.02 東京都 マツダ フレンディ 落札
835 2008.02 千葉県 日産 リバティ 出品
836 2008.02 千葉県 スバル トラヴィック 出品
837 2008.02 埼玉県 日産 ティーノ 落札
838 2008.02 千葉県 ホンダ バモス 落札
839 2008.02 東京都 三菱 アウトランダー 落札
840 2008.02 岩手県 スバル フォレスター 出品
841 2008.02 神奈川県 トヨタ プレミオ 落札
842 2008.02 長崎県 三菱 ＥＫワゴン 出品
843 2008.02 茨城県 トヨタ セルシオ 出品
844 2008.02 北海道 ボルボ Ｖ７０ 落札
845 2008.02 栃木県 アウディ Ａ４ 落札
846 2008.02 千葉県 トヨタ プリウス 落札
847 2008.02 東京都 三菱 エアトレック 出品
848 2008.03 愛知県 プジョー 106 落札
849 2008.03 千葉県 ＢＭＷ Ｂ１１ 落札
850 2008.03 千葉県 ホンダ Ｓ２０００ 落札
851 2008.03 千葉県 ローバー ミニ 出品
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
852 2008.03 千葉県 ダイハツ ムーヴ 出品
853 2008.03 神奈川県 トヨタ ランクル 出品
854 2008.03 東京都 ボルボ Ｓ６０ 出品
855 2008.03 広島県 トヨタ エスティマ 落札
856 2008.03 千葉県 アウディ Ａ４ 落札
857 2008.03 北海道 スズキ ワゴンＲ 落札
858 2008.03 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 落札
859 2008.03 岩手県 スズキ スイフト 落札
860 2008.03 静岡県 トヨタ クラウンエステート 出品
861 2008.03 千葉県 ダイハツ ムーヴ 出品
862 2008.03 熊本県 マツダ アクセラ 出品
863 2008.03 群馬県 アウディ Ａ４ 落札
864 2008.03 岩手県 トヨタ ファンカーゴ 出品
865 2008.03 埼玉県 日産 プリメーラＷ 落札
866 2008.03 神奈川県 トヨタ ハリアー 落札
867 2008.03 愛知県 フォード エクスプローラー 落札
868 2008.03 千葉県 トヨタ パッソ 落札
869 2008.03 栃木県 トヨタ チェイサー 落札
870 2008.03 北海道 スズキ エブリィＷ 落札
871 2008.03 北海道 ダイハツ ムーヴ 落札
872 2008.03 岩手県 ＶＷ パサートＷ 落札
873 2008.03 岩手県 アルファロメオ 147 落札
874 2008.03 神奈川県 ＢＭＷ ミニ 落札
875 2008.03 岩手県 ローバー ランドローバー 出品
876 2008.03 岩手県 ボルボ Ｖ７０ 出品
877 2008.03 岩手県 ホンダ フィット 出品
878 2008.03 岩手県 ダイハツ ミラ 落札
879 2008.04 神奈川県 アウディ Ａ６ 落札
880 2008.04 東京都 トヨタ ウィッシュ 落札
881 2008.04 群馬県 クライスラー ３００Ｃ 落札
882 2008.04 岩手県 トヨタ シエンタ 落札
883 2008.04 岩手県 三菱 ＥＫワゴン 出品
884 2008.04 埼玉県 トヨタ セルシオ 出品
885 2008.04 茨城県 マツダ ＲＸ－７ 落札
886 2008.04 群馬県 ＢＭＷ ７４５ｉ 出品
887 2008.04 千葉県 ホンダ ゼスト 出品
888 2008.04 北海道 ＶＷ ゴルフＷ 落札
889 2008.04 山梨県 マツダ アテンザ 出品
890 2008.04 京都府 トヨタ アルファード 出品
891 2008.04 千葉県 スズキ ＫＥＩ 落札
892 2008.04 沖縄県 マツダ ロードスター 落札
893 2008.04 埼玉県 ホンダ ライフ 落札
894 2008.04 神奈川県 ＶＷ パサートＷ 落札
895 2008.04 岩手県 スズキ ワゴンＲ 出品
896 2008.04 新潟県 ホンダ ステップＷ 出品
897 2008.04 岩手県 ＶＷ ビートル 落札
898 2008.04 岩手県 ベンツ ＳＬＫ３５０ 落札
899 2008.04 岩手県 ＶＷ ポロ 落札
900 2008.05 埼玉県 日産 ティーダ 落札
901 2008.05 岩手県 三菱 ストラーダ 落札
902 2008.05 千葉県 日産 シルビア 落札
903 2008.05 神奈川県 ＢＭＷ Ｂ１１ 出品
904 2008.05 宮城県 マツダ ＭＰＶ 落札
905 2008.05 愛知県 三菱 グランディス 落札
906 2008.05 愛知県 三菱 アイ 落札
907 2008.05 長野県 ダイハツ タント 落札
908 2008.05 山梨県 ダイハツ コペン 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
909 2008.05 岩手県 トヨタ アリスト 落札
910 2008.05 山梨県 マツダ ＭＰＶ 出品
911 2008.05 千葉県 トヨタ サクシードＷ 出品
912 2008.05 東京都 三菱 パジェロ 落札
913 2008.05 宮城県 ＢＭＷ ３２３ｉ 出品
914 2008.05 岩手県 ダイハツ ムーヴ 落札
915 2008.05 岩手県 トヨタ アリスト 出品
916 2008.05 岩手県 トヨタ カローラＶ 出品
917 2008.05 千葉県 三菱 アウトランダー 出品
918 2008.05 岡山県 トヨタ カリブ 出品
919 2008.06 栃木県 マツダ アスティナ 落札
920 2008.06 東京都 スズキ ワゴンＲ 落札
921 2008.06 大阪府 日産 シルビア 落札
922 2008.06 兵庫県 ダイハツ ネイキッド 出品
923 2008.06 東京都 日産 マーチ 落札
924 2008.06 愛知県 スバル レガシィＷ 出品
925 2008.06 千葉県 ホンダ シビック 出品
926 2008.06 神奈川県 三菱 パジェロミニ 落札
927 2008.06 岩手県 ベンツ ２３０ＧＥ 落札
928 2008.06 静岡県 トヨタ アリスト 出品
929 2008.06 北海道 トヨタ クラウン 落札
930 2008.06 東京都 ＢＭＷ Ｚ３ 出品
931 2008.06 兵庫県 ベンツ Ｓ３５０ 出品
932 2008.06 岩手県 日産 スカイライン 落札
933 2008.06 鳥取県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 落札
934 2008.06 高知県 日産 レパード 落札
935 2008.06 東京都 ＢＭＷ ５３０ｉ 出品
936 2008.06 千葉県 トヨタ マーク２ 落札
937 2008.06 東京都 ホンダ Ｓ２０００ 出品
938 2008.07 北海道 トヨタ ノア 出品
939 2008.07 北海道 スバル レガシィＷ 落札
940 2008.07 北海道 トヨタ カルディナ 出品
941 2008.07 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 落札
942 2008.07 東京都 日産 フェアレディＺ 落札
943 2008.07 神奈川県 スズキ ラパン 出品
944 2008.07 群馬県 ホンダ ストリーム 落札
945 2008.07 栃木県 ＶＷ ボーラ 落札
946 2008.07 岩手県 トヨタ ハイラックス 出品
947 2008.07 栃木県 トヨタ サーフ 落札
948 2008.07 北海道 日産 キャラバン 出品
949 2008.07 千葉県 トヨタ クラウン 落札
950 2008.07 北海道 日産 シルフィ 出品
951 2008.07 岩手県 トヨタ セルシオ 出品
952 2008.07 北海道 ホンダ ラグレイト 出品
953 2008.07 埼玉県 トヨタ イプサム 出品
954 2008.07 栃木県 ホンダ オデッセイ 出品
955 2008.07 栃木県 ホンダ ＣＲ－Ｘ 出品
956 2008.07 静岡県 ジャガー Ｓタイプ 出品
957 2008.07 山梨県 マツダ デミオ 出品
958 2008.07 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 出品
959 2008.07 岩手県 トヨタ ハイエースＷ 落札
960 2008.07 秋田県 ホンダ ライフ 落札
961 2008.07 福島県 ホンダ ステップＷ 落札
962 2008.07 千葉県 トヨタ アルファード 落札
963 2008.08 愛知県 ＶＷ ゴルフ 出品
964 2008.08 岩手県 日産 モコ 落札
965 2008.08 愛知県 ボルボ Ｖ７０ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
966 2008.08 神奈川県 三菱 パジェロミニ 落札
967 2008.08 北海道 三菱 トッポＢＪ 落札
968 2008.08 千葉県 スバル プレオ 落札
969 2008.08 千葉県 トヨタ グランビア 出品
970 2008.08 東京都 プジョー ２０６ＣＣ 出品
971 2008.08 東京都 ホンダ シビック 出品
972 2008.08 千葉県 トヨタ シエンタ 落札
973 2008.08 富山県 日産 エクストレイル 落札
974 2008.08 岩手県 ホンダ アクティＶ 落札
975 2008.08 福岡県 日産 エルグランド 落札
976 2008.08 岩手県 トヨタ グランドハイエース 落札
977 2008.08 秋田県 トヨタ ハイエースＷ 出品
978 2008.08 神奈川県 日産 ローレル 落札
979 2008.08 静岡県 スバル レガシィＷ 出品
980 2008.09 神奈川県 ＶＷ ビートル 落札
981 2008.09 千葉県 三菱 パジェロ 出品
982 2008.09 茨城県 ボルボ 850 落札
983 2008.09 岩手県 スズキ スイフト 落札
984 2008.09 山口県 トヨタ プリウス 落札
985 2008.09 秋田県 トヨタ ヴィッツ 落札
986 2008.09 東京都 日産 ムラーノ 出品
987 2008.09 岩手県 トヨタ セルシオ 出品
988 2008.09 福岡県 フォード エクスプローラー 出品
989 2008.09 茨城県 トヨタ プレミオ 落札
990 2008.09 富山県 ベンツ ２８０Ｅ 出品
991 2008.09 北海道 スバル Ｒ２ 落札
992 2008.09 秋田県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
993 2008.09 岩手県 クライスラー ジープ 落札
994 2008.09 香川県 トヨタ プラド 落札
995 2008.09 東京都 ＢＭＷ ミニ 落札
996 2008.09 京都府 日産 スカイライン 出品
997 2008.10 岩手県 マツダ ＲＸ－８ 出品
998 2008.10 香川県 ホンダ ライフ 出品
999 2008.10 北海道 ダイハツ ムーヴ 落札
1000 2008.10 岩手県 日産 マーチ 落札
1001 2008.10 千葉県 三菱 ＥＫワゴン 出品
1002 2008.10 茨城県 トヨタ アルファード 落札
1003 2008.10 長野県 ボルボ ＸＣ９０ 落札
1004 2008.10 千葉県 ローバー ディスカバリー３ 落札
1005 2008.10 兵庫県 トヨタ プラド 落札
1006 2008.10 東京都 ベンツ ＳＬＫ２３０ 出品
1007 2008.10 北海道 トヨタ クレスタ 落札
1008 2008.10 静岡県 いすず ビッグホーン 落札
1009 2008.10 岡山県 ホンダ スパイク 落札
1010 2008.10 群馬県 三菱 トッポＢＪ 落札
1011 2008.10 愛知県 トヨタ グラシアＷ 出品
1012 2008.10 東京都 ＢＭＷ ミニ 出品
1013 2008.10 神奈川県 日産 キューブ 出品
1014 2008.10 岩手県 マツダ アクセラ 落札
1015 2008.10 岩手県 マツダ ファミリアＳＷ 出品
1016 2008.10 茨城県 日産 ダットサン 出品
1017 2008.11 岡山県 三菱 アイ 落札
1018 2008.11 長野県 スバル アウトバック 落札
1019 2008.11 北海道 ＶＷ パサートＷ 落札
1020 2008.11 東京都 マツダ プレマシー 落札
1021 2008.11 福岡県 スバル フォレスター 落札
1022 2008.11 千葉県 ホンダ アヴァンシア 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
1023 2008.11 北海道 ダイハツ アトレー７ 落札
1024 2008.11 熊本県 スバル フォレスター 出品
1025 2008.11 北海道 ダイハツ テリオスキッド 落札
1026 2008.11 福岡県 トヨタ グランドハイエース 落札
1027 2008.11 静岡県 トヨタ ノア 落札
1028 2008.11 千葉県 オペル メリーバ 落札
1029 2008.11 千葉県 日産 ティーダ 落札
1030 2008.11 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
1031 2008.11 群馬県 クライスラー ３００Ｃ 出品
1032 2008.11 東京都 日産 ダイナトラック 出品
1033 2008.11 北海道 三菱 ＲＶＲ 落札
1034 2008.12 山形県 トヨタ ヴォクシー 落札
1035 2008.12 長野県 トヨタ グランドハイエース 出品
1036 2008.12 群馬県 日産 フーガ 落札
1037 2008.12 熊本県 スズキ スイフト 落札
1038 2008.12 千葉県 アルファロメオ 156 落札
1039 2008.12 岐阜県 スバル インプレッサＷ 落札
1040 2008.12 岩手県 アウディ Ａ４ 落札
1041 2008.12 岩手県 トヨタ プログレ 落札
1042 2009.01 北海道 ＶＷ パサートＷ 出品
1043 2009.01 岐阜県 トヨタ プラッツ 落札
1044 2009.01 福島県 トヨタ ウィッシュ 落札
1045 2009.01 香川県 ホンダ アコード 落札
1046 2009.01 千葉県 マツダ ベリーサ 落札
1047 2009.01 香川県 ホンダ ＨＲ－Ｖ 出品
1048 2009.01 岩手県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
1049 2009.01 北海道 トヨタ ファンカーゴ 落札
1050 2009.01 岩手県 ローバー フリーランダー 落札
1051 2009.01 北海道 トヨタ アルデオＷ 落札
1052 2009.01 神奈川県 ＶＷ ゴルフＷ 出品
1053 2009.01 東京都 ルノー ルーテシア 出品
1054 2009.01 滋賀県 トヨタ マーク２ 出品
1055 2009.02 神奈川県 ダイハツ エッセ 落札
1056 2009.02 北海道 トヨタ ハイエースＶ 落札
1057 2009.02 北海道 トヨタ サクシードＶ 落札
1058 2009.02 東京都 トヨタ ハイエースＶ 出品
1059 2009.02 岩手県 トヨタ プラド 落札
1060 2009.02 岐阜県 ローバー フリーランダー 落札
1061 2009.02 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
1062 2009.02 東京都 日産 キューブ 出品
1063 2009.02 岩手県 トヨタ ナディア 出品
1064 2009.02 岩手県 三菱 パジェロ 落札
1065 2009.02 秋田県 スズキ エスクード 落札
1066 2009.02 富山県 ダイハツ ステラ 落札
1067 2009.02 岩手県 ＶＷ ｺﾞﾙﾌﾄｩｰﾗﾝ 落札
1068 2009.02 北海道 トヨタ ＷＩＬＬ　ＶＩ 落札
1069 2009.02 東京都 アルファロメオ 147 出品
1070 2009.02 神奈川県 トヨタ ランクス 出品
1071 2009.02 愛知県 アウディ Ａ４ 出品
1072 2009.03 岩手県 クライスラー ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｲｼﾞｬｰ 落札
1073 2009.03 長崎県 ＶＷ ゴルフ 落札
1074 2009.03 三重県 ホンダ バモス 落札
1075 2009.03 東京都 トヨタ ＷＩＬＬ　ＶＳ 落札
1076 2009.03 愛媛県 ダイハツ ムーヴ 落札
1077 2009.03 岡山県 スバル プレオ 落札
1078 2009.03 熊本県 スバル レガシィＢ４ 出品
1079 2009.03 茨城県 トヨタ ウィッシュ 落札
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1080 2009.03 岩手県 ホンダ フィット 落札
1081 2009.03 東京都 三菱 パジェロ 落札
1082 2009.03 北海道 トヨタ サーフ 落札
1083 2009.03 静岡県 トヨタ ＲＡＶ４ 落札
1084 2009.03 奈良県 日産 ムラーノ 落札
1085 2009.03 北海道 三菱 タウンボックス 落札
1086 2009.03 神奈川県 ホンダ ストリーム 落札
1087 2009.03 茨城県 日産 デュアリス 落札
1088 2009.03 岩手県 レクサス ＧＳ３５０ 落札
1089 2009.03 岩手県 日産 プレサージュ 落札
1090 2009.03 福岡県 トヨタ プリウス 落札
1091 2009.03 大阪府 日産 マーチ 落札
1092 2009.03 千葉県 日産 ティアナ 落札
1093 2009.03 北海道 トヨタ ノア 落札
1094 2009.03 神奈川県 トヨタ ハリアー 出品
1095 2009.03 岩手県 スズキ ラパン 出品
1096 2009.03 岩手県 ベンツ Ｃ１８０ 出品
1097 2009.03 岩手県 アウディ Ａ４ 出品
1098 2009.03 岩手県 ホンダ ステップワゴン 出品
1099 2009.03 岩手県 ベンツ ＭＬ３２０ 出品
1100 2009.04 長野県 日産 ラフェスタ 落札
1101 2009.04 千葉県 日産 フェアレディＺ 落札
1102 2009.04 茨城県 日産 ティーノ 落札
1103 2009.04 千葉県 スズキ スイフト 出品
1104 2009.04 岩手県 マツダ ＭＰＶ 出品
1105 2009.04 千葉県 スバル プレオ 落札
1106 2009.04 岩手県 日産 ティアナ 落札
1107 2009.04 福井県 ホンダ フィット 落札
1108 2009.04 岩手県 ホンダ インテグラ 落札
1109 2009.04 岩手県 日産 エクストレイル 落札
1110 2009.04 山梨県 スバル レガシィＢ４ 落札
1111 2009.04 長崎県 ホンダ オデッセイ 出品
1112 2009.04 沖縄県 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 出品
1113 2009.04 東京都 三菱 イオ 出品
1114 2009.04 東京都 クライスラー ＰＴクルーザー 出品
1115 2009.04 三重県 ダイハツ ハイゼットＶ 出品
1116 2009.05 愛知県 ホンダ ＭＤＸ 落札
1117 2009.05 千葉県 ベンツ ビアノ 出品
1118 2009.05 北海道 ダイハツ ムーヴ 出品
1119 2009.05 栃木県 ホンダ アコード 出品
1120 2009.05 北海道 トヨタ ハイエースＶ 落札
1121 2009.05 茨城県 日産 フェアレディＺ 出品
1122 2009.05 沖縄県 ＢＭＷ Ｘ５ 出品
1123 2009.05 長野県 スズキ ワゴンＲ 落札
1124 2009.05 神奈川県 スズキ ワゴンＲ 出品
1125 2009.05 千葉県 アルファロメオ ＧＴ 落札
1126 2009.05 静岡県 スバル フォレスター 落札
1127 2009.05 岩手県 ポルシェ 911 落札
1128 2009.05 東京都 日産 ラフェスタ 落札
1129 2009.05 岩手県 ベンツ Ａ１６０ 落札
1130 2009.05 大阪府 日産 エクストレイル 出品
1131 2009.05 東京都 ベンツ Ｅ２８０Ｗ 落札
1132 2009.06 岩手県 レクサス ＬＳ４００ 出品
1133 2009.06 静岡県 トヨタ サイノス 落札
1134 2009.06 岩手県 ホンダ ラグレイト 落札
1135 2009.06 岩手県 ダイハツ ムーヴ 落札
1136 2009.06 岩手県 ＢＭＷ １２０ｉ 落札
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1137 2009.06 沖縄県 トヨタ アリオン 落札
1138 2009.06 千葉県 フォード Ｋａ 落札
1139 2009.06 静岡県 トヨタ ＲＡＶ４ 落札
1140 2009.06 神奈川県 トヨタ カリーナ 落札
1141 2009.06 東京都 マツダ プレマシー 出品
1142 2009.06 静岡県 三菱 パジェロ 落札
1143 2009.06 静岡県 トヨタ ハリアー 落札
1144 2009.06 岩手県 トヨタ エスティマ 出品
1145 2009.06 千葉県 ＢＭＷ ミニ 出品
1146 2009.06 東京都 三菱 ランサー 落札
1147 2009.06 千葉県 ＢＭＷ ７３５Ｉ 落札
1148 2009.06 岩手県 スズキ ワゴンＲ 落札
1149 2009.06 長野県 スズキ スイフト 落札
1150 2009.06 東京都 ベンツ Ｅ２３０Ｗ 出品
1151 2009.06 岩手県 ヒュンダイ ＪＭ 出品
1152 2009.07 岩手県 スバル プレオ 落札
1153 2009.07 岡山県 トヨタ ハリアー 落札
1154 2009.07 岩手県 スズキ スイフト 落札
1155 2009.07 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
1156 2009.07 栃木県 ホンダ アヴァンシア 落札
1157 2009.07 東京都 日産 キャラバン 出品
1158 2009.07 岩手県 スバル インプレッサＷ 出品
1159 2009.07 千葉県 プジョー 407 落札
1160 2009.07 岩手県 スズキ ＳＸ－４ 落札
1161 2009.07 岩手県 マツダ プレマシー 落札
1162 2009.07 千葉県 マツダ ＲＸ－７ 個人
1163 2009.07 茨城県 マツダ ＲＸ－７ 個人
1164 2009.07 山梨県 スズキ スイフト 落札
1165 2009.07 栃木県 スズキ スイフト 落札
1166 2009.07 岩手県 ホンダ ステップＷ 落札
1167 2009.07 岩手県 トヨタ プリウス 落札
1168 2009.07 山梨県 ホンダ インサイト 落札
1169 2009.07 愛知県 マツダ プレマシー 落札
1170 2009.07 千葉県 日産 エルグランド 落札
1171 2009.08 愛知県 キャデラック ＣＴＳ３．６ 落札
1172 2009.08 兵庫県 スズキ エスクード 落札
1173 2009.08 千葉県 ホンダ ステップＷ 出品
1174 2009.08 山梨県 スズキ スイフト 落札
1175 2009.08 千葉県 フォード Ｋａ 落札
1176 2009.08 千葉県 ベンツ Ｓ５００Ｌ 落札
1177 2009.08 千葉県 トヨタ エスティマ 落札
1178 2009.08 栃木県 ホンダ ＨＲ－Ｖ 落札
1179 2009.08 東京都 スバル レガシィＢ４ 落札
1180 2009.09 茨城県 トヨタ ヴィッツ 落札
1181 2009.09 愛知県 フォード モンデオＷ 落札
1182 2009.09 岩手県 三菱 ＲＶＲ 落札
1183 2009.09 群馬県 スバル トラヴィック 落札
1184 2009.09 千葉県 日産 スカイライン 落札
1185 2009.09 栃木県 トヨタ プロボックス 落札
1186 2009.09 埼玉県 マツダ デミオ 出品
1187 2009.09 愛媛県 ホンダ ストリーム 落札
1188 2009.09 茨城県 ＢＭＷ ミニ 出品
1189 2009.09 岩手県 ボルボ ＸＣ９０ 落札
1190 2009.10 福井県 トヨタ メガクル 落札
1191 2009.10 千葉県 ＢＭＷ ３２３ｉ 落札
1192 2009.10 大阪府 ＢＭＷ ３１８Ｃｉ 出品
1193 2009.10 群馬県 スバル フォレスター 落札
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1194 2009.10 新潟県 ダイハツ ミラ 落札
1195 2009.10 埼玉県 スズキ スイフト 出品
1196 2009.10 千葉県 スバル レガシィＢ４ 落札
1197 2009.10 茨城県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 落札
1198 2009.10 東京都 アルファロメオ 147 落札
1199 2009.10 神奈川県 トヨタ カローラ 落札
1200 2009.10 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
1201 2009.10 東京都 アウディ Ａ４ 出品
1202 2009.10 埼玉県 日産 スカイライン 出品
1203 2009.10 千葉県 日産 スカイライン 出品
1204 2009.10 群馬県 日産 フーガ 出品
1205 2009.10 茨城県 三菱 パジェロミニ 出品
1206 2009.10 神奈川県 日産 フェアレディＺ 出品
1207 2009.10 広島県 ホンダ フィット 落札
1208 2009.10 兵庫県 トヨタ プラド 出品
1209 2009.11 大分県 ホンダ ビート 落札
1210 2009.11 栃木県 トヨタ ランクル 出品
1211 2009.11 神奈川県 ホンダ シビック 出品
1212 2009.11 奈良県 日産 ラティオ 落札
1213 2009.11 佐賀県 スズキ セルボ 落札
1214 2009.11 兵庫県 トヨタ ハリアー 出品
1215 2009.11 岡山県 日産 サファリ 出品
1216 2009.11 山梨県 ダイハツ ソニカ 出品
1217 2009.11 茨城県 トヨタ ランクル 出品
1218 2009.11 神奈川県 ダイハツ エッセ 出品
1219 2009.11 東京都 ルノー ルーテシア 落札
1220 2009.11 熊本県 スバル フォレスター 出品
1221 2009.11 千葉県 ＢＭＷ ３２０ｉ 出品
1222 2009.11 栃木県 トヨタ エスティマ 落札
1223 2009.11 東京都 三菱 ミニキャブ 落札
1224 2009.12 埼玉県 ＢＭＷ Ｚ４ 出品
1225 2009.12 茨城県 ローバー レンジローバー 出品
1226 2009.12 群馬県 シトロエン Ｃ３ 落札
1227 2009.12 香川県 日産 プレサージュ 落札
1228 2009.12 千葉県 アウディ Ａ４ 落札
1229 2009.12 千葉県 ベンツ ＣＬ５００ 落札
1230 2009.12 神奈川県 トヨタ パッソ 落札
1231 2009.12 千葉県 クライスラー ＰＴクルーザー 落札
1232 2009.12 千葉県 トヨタ アイシス 落札
1233 2009.12 東京都 マツダ プレマシー 落札
1234 2009.12 茨城県 日産 ムラーノ 落札
1235 2009.12 岩手県 日産 セレナ 出品
1236 2010.01 千葉県 三菱 トッポＢＪ 落札
1237 2010.01 茨城県 フィアット 500 落札
1238 2010.01 千葉県 ホンダ エアウェイブ 落札
1239 2010.01 埼玉県 三菱 パジェロ 出品
1240 2010.01 愛知県 ボルボ Ｖ７０ 落札
1241 2010.01 山梨県 スズキ ケイ 出品
1242 2010.01 千葉県 レクサス ＧＳ４５０ｈ 出品
1243 2010.01 兵庫県 トヨタ アリオン 落札
1244 2010.01 神奈川県 日産 キュービック 落札
1245 2010.01 兵庫県 日産 スカイライン 落札
1246 2010.01 千葉県 ベンツ ＳＬ５５ 出品
1247 2010.02 福島県 トヨタ ノア 落札
1248 2010.02 埼玉県 ＶＷ ゴルフ 落札
1249 2010.02 千葉県 三菱 ＥＫワゴン 落札
1250 2010.02 千葉県 ＭＣＣ スマート 落札
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1251 2010.02 群馬県 トヨタ タウンエースＶ 出品
1252 2010.02 群馬県 トヨタ タウンエースＴ 出品
1253 2010.02 群馬県 日産 モコ 出品
1254 2010.02 群馬県 トヨタ クレスタ 出品
1255 2010.02 群馬県 スズキ エスクード 出品
1256 2010.02 福島県 ダイハツ ミラ 落札
1257 2010.02 岡山県 ダイハツ ムーヴ 落札
1258 2010.02 群馬県 三菱 トッポＢＪ 出品
1259 2010.02 千葉県 トヨタ マジェスタ 出品
1260 2010.02 埼玉県 三菱 パジェロ 落札
1261 2010.02 神奈川県 日産 プリメーラＷ 落札
1262 2010.02 長野県 ＢＭＷ Ｘ３ 落札
1263 2010.02 埼玉県 ローバー レンジローバー 落札
1264 2010.02 東京都 マツダ デミオ 落札
1265 2010.02 東京都 ＶＷ ニュービートル 落札
1266 2010.03 兵庫県 トヨタ ブレイド 落札
1267 2010.03 千葉県 スズキ エスクード 落札
1268 2010.03 富山県 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
1269 2010.03 埼玉県 スズキ スイフト 落札
1270 2010.03 埼玉県 ＶＷ ニュービートル 出品
1271 2010.03 千葉県 ＢＭＷ ５２５ｉツーリング 出品
1272 2010.03 栃木県 日産 スカイライン 落札
1273 2010.03 長野県 トヨタ アベンシス 落札
1274 2010.03 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
1275 2010.03 神奈川県 ホンダ インサイト 出品
1276 2010.03 茨城県 日産 スカイライン 出品
1277 2010.03 千葉県 プジョー 407 出品
1278 2010.04 千葉県 ＶＷ ポロ 落札
1279 2010.04 長野県 マツダ アテンザ 落札
1280 2010.04 東京都 スバル トラヴィック 落札
1281 2010.04 神奈川県 ダイハツ コペン 落札
1282 2010.04 千葉県 トヨタ トレノ 出品
1283 2010.04 栃木県 トヨタ パッソ 落札
1284 2010.04 北海道 ボルボ Ｖ７０ 落札
1285 2010.04 埼玉県 ホンダ ステップワゴン 落札
1286 2010.04 福岡県 マツダ ＭＰＶ 出品
1287 2010.04 福井県 トヨタ カルディナ 落札
1288 2010.05 埼玉県 スバル レガシィＷ 出品
1289 2010.05 群馬県 トヨタ タウンエースＶ 出品
1290 2010.05 愛知県 トヨタ チェイサー 出品
1291 2010.05 東京都 トヨタ エスティマ 落札
1292 2010.05 埼玉県 トヨタ エスティマ 出品
1293 2010.05 群馬県 三菱 ミニキャブ 落札
1294 2010.05 東京都 マツダ ＭＰＶ 落札
1295 2010.05 東京都 トヨタ マーク２ 落札
1296 2010.05 茨城県 日産 ノート 落札
1297 2010.05 埼玉県 スバル フォレスター 出品
1298 2010.05 埼玉県 スバル Ｒ２ 出品
1299 2010.05 栃木県 トヨタ セルシオ 落札
1300 2010.05 大阪府 ベンツ Ｃ１８０ワゴン 出品
1301 2010.06 東京都 ベンツ Ｃ２００ワゴン 落札
1302 2010.06 愛知県 ホンダ レジェンド 落札
1303 2010.06 東京都 ホンダ オデッセイ 落札
1304 2010.06 茨城県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 落札
1305 2010.06 東京都 トヨタ エスティマ 落札
1306 2010.06 東京都 ＶＷ ゴルフワゴン 落札
1307 2010.06 埼玉県 日産 ラフェスタ 落札
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1308 2010.06 滋賀県 ダイハツ ソニカ 落札
1309 2010.06 茨城県 三菱 ジープ 出品
1310 2010.06 栃木県 トヨタ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｴｰｽ 出品
1311 2010.06 静岡県 トヨタ クラウン 出品
1312 2010.06 福岡県 ダイハツ ムーヴ 出品
1313 2010.06 神奈川県 トヨタ カローラ 落札
1314 2010.06 東京都 トヨタ ガイア 出品
1315 2010.07 神奈川県 トヨタ プロボックスバン 落札
1316 2010.07 神奈川県 ＢＭＷ ５３０ｉ 出品
1317 2010.07 愛知県 日産 スカイライン 出品
1318 2010.07 千葉県 トヨタ ウィッシュ 出品
1319 2010.07 神奈川県 ダイハツ ミラ 落札
1320 2010.07 東京都 日産 マーチ 落札
1321 2010.07 栃木県 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
1322 2010.07 千葉県 スバル インプレッサ 落札
1323 2010.07 福岡県 スバル フォレスター 落札
1324 2010.07 栃木県 トヨタ ＲＡＶ４ 出品
1325 2010.07 千葉県 ＢＭＷ ５３０ｉ 出品
1326 2010.07 栃木県 ホンダ アコードワゴン 出品
1327 2010.08 千葉県 スズキ ジムニー 出品
1328 2010.08 静岡県 日産 バネットバン 落札
1329 2010.08 千葉県 トヨタ ラッシュ 落札
1330 2010.08 千葉県 アルファロメオ ＧＴ 出品
1331 2010.08 千葉県 マツダ デミオ 落札
1332 2010.08 東京都 ＶＷ ニュービートル 落札
1333 2010.08 東京都 レクサス ＧＳ３５０ 落札
1334 2010.08 福岡県 トヨタ プログレ 落札
1335 2010.08 東京都 ホンダ オデッセイ 出品
1336 2010.09 神奈川県 トヨタ カローラ 出品
1337 2010.09 栃木県 トヨタ マークＸ 落札
1338 2010.09 栃木県 スズキ エスクード 落札
1339 2010.09 福島県 ダイハツ ミラジーノ 落札
1340 2010.09 東京都 ボルボ ＸＣ９０ 落札
1341 2010.09 北海道 トヨタ エスティマ 落札
1342 2010.10 群馬県 スズキ ワゴンＲ 落札
1343 2010.10 東京都 ベンツ Ａ２００ 落札
1344 2010.10 愛知県 フォード エクスプローラー 落札
1345 2010.10 東京都 日産 プリメーラＷ 落札
1346 2010.10 千葉県 スズキ ＳＸ４ 落札
1347 2010.10 福岡県 ＶＷ ゴルフワゴン 出品
1348 2010.10 群馬県 マツダ フレンディ 出品
1349 2010.10 東京都 スバル レガシィ 出品
1350 2010.10 北海道 トヨタ アルファード 落札
1351 2010.11 東京都 マツダ ＲＸ－８ 出品
1352 2010.11 岩手県 三菱 ランサー 出品
1353 2010.11 東京都 レクサス ＳＣ４３０ 落札
1354 2010.11 群馬県 トヨタ ランクル 落札
1355 2010.11 千葉県 トヨタ ヴィッツ 落札
1356 2010.11 東京都 日産 エルグランド 出品
1357 2010.11 東京都 トヨタ プリウス 出品
1358 2010.11 東京都 アウディ Ｑ７ 出品
1359 2010.11 千葉県 マツダ ロードスター 出品
1360 2010.11 群馬県 トヨタ ランクル 出品
1361 2010.11 栃木県 ポルシェ 911 出品
1362 2010.11 千葉県 トヨタ ラウム 落札
1363 2010.12 神奈川県 トヨタ プロボックス 出品
1364 2010.12 山梨県 ダイハツ コペン 出品
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1365 2010.12 東京都 マツダ アクセラスポーツ 出品
1366 2010.12 埼玉県 日産 ステージア 落札
1367 2010.12 福島県 ベンツ ＭＬ３２０ 落札
1368 2010.12 千葉県 トヨタ スパシオ 出品
1369 2010.12 栃木県 ポルシェ カイエン 出品
1370 2010.12 神奈川県 ホンダ ライフ 出品
1371 2010.12 神奈川県 トヨタ ヴォクシー 出品
1372 2010.12 茨城県 日産 ムラーノ 落札
1373 2010.12 茨城県 トヨタ ヴォクシー 落札
1374 2010.12 千葉県 三菱 エアトレック 落札
1375 2010.12 神奈川県 トヨタ ノア 落札
1376 2010.12 富山県 ホンダ フィット 落札
1377 2010.12 鹿児島県 マツダ アテンザ 落札
1378 2010.12 岩手県 フォード エクスプローラー 落札
1379 2010.12 千葉県 日産 ステージア 落札
1380 2011.01 宮城県 ダイハツ コペン 落札
1381 2011.01 東京都 日産 マーチ 落札
1382 2011.01 岐阜県 スズキ ワゴンＲ 落札
1383 2011.01 千葉県 スズキ ＳＸ４ 落札
1384 2011.01 静岡県 スズキ エブリィ 落札
1385 2011.01 千葉県 スバル トラヴィック 落札
1386 2011.01 愛知県 ビュイック ロードマスター 落札
1387 2011.01 千葉県 トヨタ レジアスワゴン 出品
1388 2011.01 埼玉県 トヨタ アルファードＨＶ 落札
1389 2011.01 東京都 トヨタ エスティマＨＶ 落札
1390 2011.02 千葉県 トヨタ プリウス 出品
1391 2011.02 岐阜県 ダイハツ ミラ 出品
1392 2011.02 神奈川県 トヨタ パッソ 出品
1393 2011.02 愛知県 スバル レガシィＷ 落札
1394 2011.02 神奈川県 スバル Ｒ２ 落札
1395 2011.02 大阪府 ベンツ Ｓ３２０ 落札
1396 2011.02 千葉県 ホンダ モビリオ 落札
1397 2011.02 東京都 スバル Ｒ２ 落札
1398 2011.02 広島県 スマート Ｋ 落札
1399 2011.02 福岡県 日産 モコ 落札
1400 2011.02 兵庫県 ホンダ シビックＨＶ 落札
1401 2011.02 東京都 日産 エルグランド 落札
1402 2011.02 京都府 トヨタ グランビア 落札
1403 2011.02 北海道 トヨタ ヴォクシー 落札
1404 2011.02 埼玉県 ＢＭＷ ７６０Ｌｉ 落札
1405 2011.02 東京都 トヨタ シエンタ 落札
1406 2011.02 東京都 ベンツ Ｅ３００ワゴン 落札
1407 2011.02 埼玉県 トヨタ セルシオ 出品
1408 2011.02 東京都 スバル レガシィＷ 出品
1409 2011.02 群馬県 トヨタ ランクル 出品
1410 2011.02 東京都 ホンダ オデッセイ 出品
1411 2011.02 愛知県 ダッジ チャージャー 出品
1412 2011.02 福岡県 スバル インプレッサ 出品
1413 2011.02 神奈川県 アウディ Ａ３ 出品
1414 2011.03 茨城県 トヨタ クラウンエステート 出品
1415 2011.03 千葉県 トヨタ イスト 出品
1416 2011.03 東京都 トヨタ ラッシュ 出品
1417 2011.03 千葉県 トヨタ レジアスエースバン 出品
1418 2011.03 東京都 プジョー ３０７ＳＷ 落札
1419 2011.03 大阪府 ＶＷ ゴルフヴァリアント 落札
1420 2011.03 東京都 三菱 レグナム 出品
1421 2011.03 千葉県 トヨタ エスティマ 出品
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1422 2011.03 栃木県 マツダ ロードスター 落札
1423 2011.03 山形県 日産 セレナ 落札
1424 2011.03 東京都 ベンツ Ｂ１７０ 落札
1425 2011.03 北海道 日産 ステージア 落札
1426 2011.03 福岡県 日産 キュービック 落札
1427 2011.03 東京都 ホンダ フィット 落札
1428 2011.04 埼玉県 ホンダ ステップＷ 落札
1429 2011.04 千葉県 スバル フォレスター 出品
1430 2011.04 岡山県 ホンダ インサイト 出品
1431 2011.04 埼玉県 日産 ステージア 出品
1432 2011.04 京都府 トヨタ ハリアー 出品
1433 2011.04 東京都 ＢＭＷ Ｚ３ 出品
1434 2011.04 北海道 日産 キューブ 出品
1435 2011.04 福岡県 トヨタ グランドハイエース 出品
1436 2011.04 東京都 ＢＭＷ ３２３ｉ 落札
1437 2011.04 福岡県 トヨタ フィールダー 落札
1438 2011.04 北海道 レクサス ＧＳ３５０ 落札
1439 2011.04 岡山県 トヨタ アリスト 落札
1440 2011.04 神奈川県 スバル インプレッサ 落札
1441 2011.04 兵庫県 三菱 パジェロミニ 落札
1442 2011.04 宮城県 ＢＭＷ ３２０ｉハイライン 落札
1443 2011.04 千葉県 マツダ デミオ 落札
1444 2011.04 千葉県 ＶＷ ポロ 落札
1445 2011.04 千葉県 ＶＷ ニュービートル 出品
1446 2011.04 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
1447 2011.04 千葉県 三菱 パジェロミニ 出品
1448 2011.04 東京都 ホンダ エリシオン 出品
1449 2011.05 群馬県 トヨタ カローラ 出品
1450 2011.05 宮城県 トヨタ イプサム 出品
1451 2011.05 宮城県 トヨタ カリーナ 出品
1452 2011.05 東京都 三菱 ミニキャブ 出品
1453 2011.05 東京都 トヨタ ライトエースＴ 落札
1454 2011.05 宮崎県 三菱 ＲＶＲ 落札
1455 2011.05 千葉県 レクサス ＬＳ 出品
1456 2011.05 千葉県 トヨタ プリウス 出品
1457 2011.05 千葉県 ベンツ ＳＬ５００ 出品
1458 2011.05 茨城県 日産 シルビア 出品
1459 2011.05 神奈川県 トヨタ エスティマ 落札
1460 2011.05 宮城県 ホンダ ビート 落札
1461 2011.05 宮城県 トヨタ エスティマＨＶ 出品
1462 2011.06 東京都 ＢＭＷ ミニ 落札
1463 2011.06 福岡県 日産 フーガ 落札
1464 2011.06 東京都 スバル レガシィＷ 落札
1465 2011.06 富山県 ホンダ ライフ 落札
1466 2011.06 北海道 日産 シーマ 落札
1467 2011.06 千葉県 ホンダ ステップＷ 出品
1468 2011.06 福岡県 ホンダ ライフ 出品
1469 2011.06 埼玉県 トヨタ マークＸ 落札
1470 2011.06 宮城県 スバル レガシィＢ４ 落札
1471 2011.06 茨城県 日産 セレナ 落札
1472 2011.06 宮城県 ＢＭＷ ３１８ｉ 出品
1473 2011.06 愛知県 レクサス ＧＳ３５０ 出品
1474 2011.07 宮城県 トヨタ ウィンダム 落札
1475 2011.07 兵庫県 ベンツ Ｃ２００ワゴン 出品
1476 2011.07 千葉県 三菱 ＥＫワゴン 出品
1477 2011.07 栃木県 トヨタ エスティマ 出品
1478 2011.07 神奈川県 スバル インプレッサ 出品
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1479 2011.07 神奈川県 ＶＷ ゴルフヴァリアント 出品
1480 2011.07 愛知県 日産 セレナ 落札
1481 2011.08 東京都 ホンダ フィット 落札
1482 2011.08 埼玉県 トヨタ エスティマ 出品
1483 2011.08 東京都 日産 マーチ 出品
1484 2011.08 千葉県 トヨタ タウンエース 出品
1485 2011.08 群馬県 三菱 タウンボックス 出品
1486 2011.08 群馬県 シトロエン Ｃ３ 出品
1487 2011.08 福岡県 トヨタ ＢＢ 落札
1488 2011.08 東京都 マツダ デミオ 落札
1489 2011.08 千葉県 ＢＭＷ ３１８ｉツーリング 落札
1490 2011.08 新潟県 三菱 コルト 落札
1491 2011.08 千葉県 トヨタ プリウス 落札
1492 2011.08 東京都 ＢＭＷ ３２５ｉ 落札
1493 2011.08 千葉県 三菱 コルト 出品
1494 2011.09 群馬県 日産 サニーＴ 出品
1495 2011.09 群馬県 トヨタ カローラＶ 出品
1496 2011.09 千葉県 スバル プレオ 出品
1497 2011.09 千葉県 スズキ エスクード 出品
1498 2011.09 東京都 プジョー ２０６スタイル 落札
1499 2011.09 福岡県 トヨタ ハリアーＨＶ 落札
1500 2011.09 神奈川県 三菱 グランディス 落札
1501 2011.09 岡山県 トヨタ アルファード 落札
1502 2011.09 大阪府 ホンダ オデッセイ 落札
1503 2011.09 大阪府 ＢＭＷ ５３０ｉ 落札
1504 2011.09 大阪府 ＢＭＷ ５２５ｉツーリング 落札
1505 2011.09 新潟県 日産 スカイライン 出品
1506 2011.09 神奈川県 ホンダ フィット 出品
1507 2011.09 千葉県 日産 グロリア 出品
1508 2011.09 愛知県 トヨタ アルファードＨＶ 落札
1509 2011.09 神奈川県 ＶＷ イオス 落札
1510 2011.09 鹿児島県 日産 マーチ 落札
1511 2011.09 福島県 トヨタ プリウス 落札
1512 2011.09 神奈川県 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
1513 2011.09 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
1514 2011.09 茨城県 三菱 パジェロミニ 落札
1515 2011.09 長野県 トヨタ カローラアクシオ 落札
1516 2011.10 北海道 日産 キューブ 落札
1517 2011.10 東京都 マツダ ボンゴバン 落札
1518 2011.10 群馬県 トヨタ エスティマ 落札
1519 2011.10 新潟県 トヨタ ヴァンガード 落札
1520 2011.10 長野県 ダイハツ ミラ 落札
1521 2011.10 北海道 トヨタ オーリス 落札
1522 2011.10 千葉県 プジョー 307 落札
1523 2011.10 千葉県 ＶＷ ゴルフプラス 落札
1524 2011.10 東京都 トヨタ ヴィッツ 落札
1525 2011.10 神奈川県 ＢＭＷ ３１８ｉ 出品
1526 2011.10 滋賀県 トヨタ ＲＡＶ４ 出品
1527 2011.10 千葉県 日産 ラフェスタ 出品
1528 2011.10 神奈川県 ホンダ ステップワゴン 出品
1529 2011.10 埼玉県 ポルシェ カイエン 落札
1530 2011.10 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ワゴン 落札
1531 2011.10 千葉県 ジャガー ＸＪ４．２ 落札
1532 2011.10 東京都 ジャガー ＸＪ４．２ 落札
1533 2011.10 北海道 トヨタ ランクル 落札
1534 2011.10 東京都 日産 セレナ 落札
1535 2011.10 大阪府 ベンツ Ｅ３２０ 落札
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1536 2011.10 神奈川県 ＢＭＷ ３１８ｉ 落札
1537 2011.10 兵庫県 日産 ムラーノ 出品
1538 2011.10 北海道 トヨタ クラウン 出品
1539 2011.10 千葉県 トヨタ ライトエースＶ 出品
1540 2011.10 大分県 三菱 ＧＴＯ 出品
1541 2011.11 福島県 スズキ ワゴンＲ 出品
1542 2011.11 愛知県 トヨタ アルファード 出品
1543 2011.11 群馬県 三菱 パジェロ 出品
1544 2011.11 長野県 日産 バネットＴ 落札
1545 2011.11 三重県 日産 キュービック 落札
1546 2011.11 山形県 日産 マーチ 落札
1547 2011.11 埼玉県 ホンダ オデッセイ 落札
1548 2011.11 神奈川県 マツダ ビアンテ 落札
1549 2011.11 東京都 スズキ ワゴンＲ 落札
1550 2011.11 兵庫県 三菱 パジェロミニ 落札
1551 2011.11 長野県 トヨタ プレミオ 落札
1552 2011.11 東京都 レクサス ＧＳ４３０ 出品
1553 2011.11 熊本県 日産 シルフィ 出品
1554 2011.11 大阪府 ベンツ Ｅ３２０ 出品
1555 2011.11 北海道 マツダ アクセラ 出品
1556 2011.11 北海道 トヨタ ハイラックスサーフ 出品
1557 2011.11 千葉県 ＶＷ ポロ 出品
1558 2011.11 神奈川県 スバル フォレスター 出品
1559 2011.11 神奈川県 ＢＭＷ ３１８ＩＳ 落札
1560 2011.11 千葉県 トヨタ エスティマ 落札
1561 2011.11 東京都 スバル フォレスター 落札
1562 2011.11 千葉県 マツダ デミオ 落札
1563 2011.11 千葉県 ランドローバー ディスカバリー３ 出品
1564 2011.12 神奈川県 レクサス ＩＳ２５０ 落札
1565 2011.12 高知県 三菱 パジェロ 落札
1566 2011.12 神奈川県 ホンダ アコード 落札
1567 2011.12 群馬県 スズキ キャリーＴ 落札
1568 2011.12 大阪府 ＶＷ ゴルフ 落札
1569 2011.12 神奈川県 スバル レガシィ 出品
1570 2011.12 千葉県 ダイハツ ミラジーノ 出品
1571 2011.12 神奈川県 トヨタ シエンタ 出品
1572 2011.12 愛知県 トヨタ プリウス 落札
1573 2011.12 埼玉県 マツダ ＭＰＶ 出品
1574 2011.12 千葉県 ボルボ Ｖ７０ 落札
1575 2011.12 群馬県 ホンダ エリシオン 落札
1576 2011.12 栃木県 トヨタ プリウス 落札
1577 2011.12 兵庫県 トヨタ アルファード 落札
1578 2011.12 青森県 スズキ ケイ 落札
1579 2011.12 埼玉県 アウディ Ａ３ 落札
1580 2011.12 大阪府 ＶＷ ゴルフ 落札
1581 2011.12 大阪府 トヨタ ファンカーゴ 落札
1582 2011.12 神奈川県 日産 スカイライン 落札
1583 2011.12 千葉県 三菱 ランサー 落札
1584 2012.01 香川県 ホンダ フィット 落札
1585 2012.01 大阪府 プジョー ２０６ＳＷ 落札
1586 2012.01 神奈川県 トヨタ ハイラックス 落札
1587 2012.01 大阪府 トヨタ カレン 落札
1588 2012.01 東京都 ボルボ Ｓ８０ 落札
1589 2012.01 東京都 トヨタ シエンタ 落札
1590 2012.01 大阪府 ダイハツ エッセ 落札
1591 2012.01 新潟県 トヨタ アルファード 落札
1592 2012.01 長野県 トヨタ ヴィッツ 落札
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お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
1593 2012.01 神奈川県 日産 キュービック 落札
1594 2012.01 千葉県 ホンダ ステップワゴン 出品
1595 2012.01 東京都 ＢＭＷ ７３５ｉ 落札
1596 2012.01 長崎県 トヨタ サーフ 出品
1597 2012.01 神奈川県 ベンツ Ｅ５００ 出品
1598 2012.01 東京都 スバル アウトバック 落札
1599 2012.01 沖縄県 トヨタ プリウス 落札
1600 2012.01 兵庫県 日産 フーガ 落札
1601 2012.01 千葉県 トヨタ プラド 落札
1602 2012.01 岡山県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
1603 2012.01 埼玉県 トヨタ マーク２ 落札
1604 2012.01 福岡県 三菱 ディオン 落札
1605 2012.01 茨城県 ボルボ 850 出品
1606 2012.02 東京都 トヨタ ヴィッツ 落札
1607 2012.02 埼玉県 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
1608 2012.02 群馬県 スズキ エブリィ 出品
1609 2012.02 栃木県 トヨタ ＷＩＬＬ　ＶＩ 落札
1610 2012.02 愛知県 ベンツ Ｅ５００ 落札
1611 2012.02 長野県 ホンダ フィット 落札
1612 2012.02 大阪府 ボルボ Ｖ５０ 落札
1613 2012.02 東京都 フォード マスタング 落札
1614 2012.02 北海道 トヨタ サーフ 落札
1615 2012.02 東京都 ホンダ ゼスト 出品
1616 2012.02 広島県 ホンダ エディックス 落札
1617 2012.02 栃木県 ダイハツ ムーヴ 落札
1618 2012.02 東京都 トヨタ スープラ 出品
1619 2012.02 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
1620 2012.02 神奈川県 トヨタ ルミオン 出品
1621 2012.02 東京都 トヨタ サーフ 落札
1622 2012.02 大阪府 スバル サンバーＴ 落札
1623 2012.02 茨城県 トヨタ プリウス 落札
1624 2012.02 神奈川県 トヨタ プラド 出品
1625 2012.02 北海道 トヨタ ヴィッツ 落札
1626 2012.02 神奈川県 ボルボ Ｖ７０ 落札
1627 2012.02 千葉県 トヨタ プリウス 出品
1628 2012.02 千葉県 トヨタ ＲＡＶ４ 出品
1629 2012.02 兵庫県 トヨタ アルファード 出品
1630 2012.02 福岡県 ＶＷ ゴルフヴァリアント 出品
1631 2012.03 群馬県 トヨタ ランクル 出品
1632 2012.03 北海道 トヨタ ランクル 出品
1633 2012.03 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
1634 2012.03 神奈川県 トヨタ ノア 出品
1635 2012.03 千葉県 トヨタ ウィッシュ 出品
1636 2012.03 千葉県 トヨタ ランクル 出品
1637 2012.03 広島県 日産 マーチ 落札
1638 2012.03 東京都 ジャガー ＸＪ４．２ 落札
1639 2012.03 東京都 ホンダ フィット 落札
1640 2012.03 栃木県 レクサス ＩＳ－Ｆ 落札
1641 2012.03 東京都 日産 エルグランド 落札
1642 2012.03 愛知県 トヨタ マークＸジオ 落札
1643 2012.03 栃木県 ホンダ エリシオン 落札
1644 2012.03 広島県 トヨタ エスティマ 出品
1645 2012.03 茨城県 スバル レガシィ 出品
1646 2012.03 千葉県 三菱 ＥＫワゴン 出品
1647 2012.03 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 出品
1648 2012.03 茨城県 トヨタ ヴィッツ 落札
1649 2012.03 群馬県 日産 シルビア 落札
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1650 2012.03 東京都 マツダ アクセラ 落札
1651 2012.03 福岡県 ＶＷ パサートヴァリアント 落札
1652 2012.03 愛知県 ダイハツ エッセ 落札
1653 2012.03 埼玉県 トヨタ ヴァンガード 落札
1654 2012.03 栃木県 ＶＷ ジェッタ 落札
1655 2012.03 兵庫県 ダイハツ ブーン 落札
1656 2012.03 埼玉県 ルノー カングー 落札
1657 2012.03 東京都 ベンツ ５００ＳＬ 落札
1658 2012.03 東京都 ベンツ Ｂ１７０ 落札
1659 2012.03 栃木県 ホンダ オデッセイ 落札
1660 2012.03 東京都 ホンダ オデッセイ 出品
1661 2012.03 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 出品
1662 2012.03 千葉県 日産 キュービック 出品
1663 2012.03 千葉県 トヨタ アルファード 出品
1664 2012.03 神奈川県 ベンツ Ａ１６０ 落札
1665 2012.03 岡山県 スズキ エブリィ 落札
1666 2012.03 東京都 日産 キューブ 落札
1667 2012.03 宮城県 トヨタ プレミオ 落札
1668 2012.03 群馬県 ホンダ ステップＷ 落札
1669 2012.03 茨城県 ポルシェ ボクスター 落札
1670 2012.03 滋賀県 日産 セレナ 落札
1671 2012.03 東京都 ホンダ フィット 落札
1672 2012.03 茨城県 ベンツ Ｂ１７０ 落札
1673 2012.03 茨城県 トヨタ プリウス 落札
1674 2012.03 兵庫県 トヨタ マークＸジオ 落札
1675 2012.03 福島県 スバル インプレッサ 落札
1676 2012.03 神奈川県 トヨタ カローラフィールダー 落札
1677 2012.03 宮城県 トヨタ ウィンダム 出品
1678 2012.03 東京都 マツダ ファミリアＳワゴン 出品
1679 2012.03 千葉県 トヨタ アルファード 出品
1680 2012.04 兵庫県 トヨタ ランクル１００ 出品
1681 2012.04 埼玉県 ボルボ Ｖ７０ 落札
1682 2012.04 北海道 トヨタ ハイエースＷ 落札
1683 2012.04 大阪府 トヨタ ガイア 落札
1684 2012.04 山梨県 ベンツ Ｅ２４０ 落札
1685 2012.04 神奈川県 ＢＭＷ ３１８ｉツーリング 落札
1686 2012.04 茨城県 トヨタ プリウス 落札
1687 2012.04 埼玉県 トヨタ プロボックス 落札
1688 2012.04 神奈川県 日産 スカイライン 出品
1689 2012.04 東京都 日産 フェアレディＺ 出品
1690 2012.04 静岡県 トヨタ ラクティス 出品
1691 2012.04 千葉県 トヨタ プリウス 落札
1692 2012.04 東京都 ベンツ Ｓ４３０ 落札
1693 2012.04 茨城県 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 落札
1694 2012.04 岐阜県 スバル インプレッサ 落札
1695 2012.04 大阪府 トヨタ エスティマ 落札
1696 2012.04 福島県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
1697 2012.04 滋賀県 ダイハツ ムーヴ 落札
1698 2012.04 福岡県 プジョー ３０７ＳＷ 落札
1699 2012.04 長崎県 トヨタ ソアラ 出品
1700 2012.05 埼玉県 スズキ スイフト 落札
1701 2012.05 福島県 トヨタ パッソ 落札
1702 2012.05 神奈川県 三菱 パジェロ 落札
1703 2012.05 新潟県 トヨタ レジアスエースバン 落札
1704 2012.05 大阪府 ベンツ バネオ 落札
1705 2012.05 千葉県 日産 セレナ 落札
1706 2012.05 神奈川県 日産 キャラバン 落札
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1707 2012.05 愛知県 日産 ノート 落札
1708 2012.05 愛知県 日産 キュービック 落札
1709 2012.05 神奈川県 日産 キューブ 落札
1710 2012.05 埼玉県 ホンダ シビック 出品
1711 2012.05 大阪府 トヨタ ハリアー 出品
1712 2012.05 福岡県 プジョー プジョー２０６ 出品
1713 2012.05 神奈川県 トヨタ イスト 出品
1714 2012.05 北海道 トヨタ ハイラックスサーフ 出品
1715 2012.05 長野県 スバル レガシィワゴン 出品
1716 2012.05 愛知県 プジョー 307 出品
1717 2012.05 千葉県 ランドローバー ディスカバリー４ 出品
1718 2012.05 千葉県 ホンダ フィット 出品
1719 2012.05 長野県 ホンダ シビック 出品
1720 2012.05 千葉県 スバル レガシィワゴン 出品
1721 2012.05 千葉県 日産 キューブ 出品
1722 2012.05 兵庫県 トヨタ アイシス 落札
1723 2012.05 東京都 トヨタ アルファード 落札
1724 2012.05 神奈川県 日産 スカイラインクロスオーバー 落札
1725 2012.05 山梨県 日産 ノート 落札
1726 2012.05 愛知県 レクサス ＧＳ３５０ 落札
1727 2012.05 埼玉県 ＶＷ ゴルフヴァリアント 落札
1728 2012.05 滋賀県 アウディ Ａ５ 落札
1729 2012.05 東京都 トヨタ プリウス 落札
1730 2012.05 福島県 トヨタ ノア 出品
1731 2012.06 神奈川県 スズキ ラパン 落札
1732 2012.06 千葉県 ＢＭＷ １１８ｉ 落札
1733 2012.06 奈良県 ＶＷ ポロ 落札
1734 2012.06 千葉県 トヨタ プリウス 落札
1735 2012.06 千葉県 スズキ ＭＲワゴン 落札
1736 2012.06 千葉県 ベンツ Ｓ６００ロング 落札
1737 2012.06 東京都 ポルシェ 911 出品
1738 2012.06 福島県 トヨタ プリウス 出品
1739 2012.06 群馬県 三菱 パジェロ 出品
1740 2012.06 栃木県 スバル アウトバック 出品
1741 2012.06 福岡県 スズキ エブリィ 出品
1742 2012.06 兵庫県 クライスラー チェロキー 出品
1743 2012.06 千葉県 クライスラー ラングラーアンリミテッド 出品
1744 2012.06 東京都 ホンダ フィット 出品
1745 2012.06 愛知県 アウディ Ａ３ 落札
1746 2012.06 宮城県 トヨタ ヴィッツ 落札
1747 2012.06 千葉県 日産 フーガ 落札
1748 2012.06 栃木県 ベンツ ＳＬＫ２３０ 落札
1749 2012.06 福岡県 日産 スカイライン 落札
1750 2012.06 熊本県 トヨタ ヴィッツ 落札
1751 2012.06 北海道 トヨタ ヴォクシー 落札
1752 2012.06 愛媛県 日産 フェアレディＺ 落札
1753 2012.06 群馬県 トヨタ ハイエース 出品
1754 2012.06 東京都 ホンダ フィット 出品
1755 2012.06 茨城県 トヨタ Ｂｂ 出品
1756 2012.06 愛知県 スバル インプレッサ 出品
1757 2012.06 愛知県 日産 モコ 出品
1758 2012.07 千葉県 スバル レガシィＢ４ 落札
1759 2012.07 神奈川県 日産 プレサージュ 落札
1760 2012.07 東京都 マツダ デミオ 落札
1761 2012.07 愛知県 フォード エクスプローラー 落札
1762 2012.07 岩手県 アウディ Ａ３ 落札
1763 2012.07 東京都 トヨタ ソアラ 出品
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1764 2012.07 茨城県 日産 ムラーノ 出品
1765 2012.07 宮城県 日産 セレナ 出品
1766 2012.07 東京都 ホンダ ライフ 出品
1767 2012.07 埼玉県 日産 ラフェスタ 落札
1768 2012.07 神奈川県 ＢＭＷ ３２３Ｉ 落札
1769 2012.07 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉクーペ 落札
1770 2012.07 静岡県 レクサス ＩＳ２５０ 落札
1771 2012.07 愛知県 ベンツ ＧＬ４５０ 落札
1772 2012.07 北海道 プジョー ２０６ＣＣ 落札
1773 2012.07 愛媛県 トヨタ セリカ 出品
1774 2012.08 三重県 日産 キャラバン 落札
1775 2012.08 兵庫県 日産 ムラーノ 落札
1776 2012.08 兵庫県 ベンツ ＭＬ３５０ 落札
1777 2012.08 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
1778 2012.08 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
1779 2012.08 栃木県 ダイハツ ミラ 落札
1780 2012.08 大阪府 日産 セレナ 落札
1781 2012.08 福岡県 日産 キューブ 落札
1782 2012.08 東京都 プジョー 206 出品
1783 2012.08 東京都 アウディ Ａ４アバント 出品
1784 2012.08 埼玉県 ＢＭＷ Ｘ３ 出品
1785 2012.08 千葉県 トヨタ ハイエースバン 出品
1786 2012.08 神奈川県 日産 ステージア 出品
1787 2012.08 千葉県 日産 モコ 出品
1788 2012.08 富山県 ダイハツ ミライース 落札
1789 2012.08 千葉県 日産 マーチ 落札
1790 2012.08 神奈川県 マツダ ロードスター 落札
1791 2012.08 神奈川県 アウディ Ａ１ 出品
1792 2012.09 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 落札
1793 2012.09 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉクーペ 落札
1794 2012.09 福島県 スズキ パレット 落札
1795 2012.09 神奈川県 日産 ラフェスタ 落札
1796 2012.09 静岡県 スバル インプレッサ 落札
1797 2012.09 北海道 ＢＭＷ ７４０ｉ 落札
1798 2012.09 沖縄県 スバル プレオ 落札
1799 2012.09 神奈川県 日産 フーガ 落札
1800 2012.09 栃木県 日産 ジューク 落札
1801 2012.09 北海道 ＶＷ トゥアレグ 出品
1802 2012.09 兵庫県 日産 スカイライン 出品
1803 2012.09 兵庫県 三菱 パジェロミニ 出品
1804 2012.09 宮城県 ＢＭＷ ５４０ｉ 出品
1805 2012.09 富山県 スズキ アルトラパン 出品
1806 2012.09 栃木県 マツダ ＲＸ８ 出品
1807 2012.09 神奈川県 マツダ プレマシー 出品
1808 2012.09 宮城県 ＶＷ トゥアレグ 出品
1809 2012.09 山梨県 日産 ジューク 出品
1810 2012.09 岐阜県 トヨタ アルファード 出品
1811 2012.09 新潟県 トヨタ ハイエースバン 落札
1812 2012.09 千葉県 ＶＷ ｺﾞﾙﾌﾄｩｰﾗﾝ 落札
1813 2012.09 兵庫県 三菱 コルト 落札
1814 2012.09 千葉県 トヨタ ポルテ 落札
1815 2012.09 東京都 ＶＷ ポロ 出品
1816 2012.09 神奈川県 マツダ ロードスター 出品
1817 2012.10 愛知県 ＶＷ ポロ 落札
1818 2012.10 東京都 日産 バネットバン 落札
1819 2012.10 岐阜県 三菱 デリカスペースギア 落札
1820 2012.10 東京都 トヨタ セルシオ 落札
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1821 2012.10 東京都 アルファロメオ ミト 落札
1822 2012.10 千葉県 スバル サンバーディアス 落札
1823 2012.10 千葉県 スズキ スイフト 落札
1824 2012.10 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 落札
1825 2012.10 神奈川県 ホンダ ステップワゴン 出品
1826 2012.10 東京都 ベンツ Ｓ５００ロング 出品
1827 2012.10 東京都 トヨタ プレミオ 出品
1828 2012.10 大阪府 ダイハツ タント 落札
1829 2012.10 愛媛県 オペル アストラワゴン 落札
1830 2012.10 高知県 トヨタ プリウス 落札
1831 2012.10 千葉県 ホンダ ライフ 落札
1832 2012.10 神奈川県 ＶＷ ポロ 落札
1833 2012.10 千葉県 三菱 ミニキャブ 落札
1834 2012.10 千葉県 ホンダ フィット 落札
1835 2012.10 福岡県 ルノー ラグナワゴン 落札
1836 2012.10 栃木県 ベンツ Ｅ２４０ワゴン 落札
1837 2012.10 神奈川県 ベンツ ＳＬ５５０ 出品
1838 2012.10 兵庫県 日産 フーガ 出品
1839 2012.11 神奈川県 ホンダ ストリーム 落札
1840 2012.11 東京都 トヨタ セルシオ 落札
1841 2012.11 東京都 ベンツ Ｃ２４０ 落札
1842 2012.11 長野県 アウディ Ａ４アバント 落札
1843 2012.11 東京都 ダイハツ ハイゼットＶ 落札
1844 2012.11 宮城県 プジョー ３０８ＳＷ 落札
1845 2012.11 兵庫県 ホンダ ライフ 落札
1846 2012.11 佐賀県 日産 テラノ 落札
1847 2012.11 千葉県 トヨタ ポルテ 落札
1848 2012.11 埼玉県 アウディ Ａ３ 出品
1849 2012.11 山梨県 マツダ アクセラ 出品
1850 2012.11 千葉県 トヨタ プリウスα 出品
1851 2012.11 千葉県 ＢＭＷ ３２０ｉ 出品
1852 2012.11 千葉県 ベンツ Ｅ４３０ 出品
1853 2012.11 北海道 スバル フォレスター 出品
1854 2012.11 北海道 ＶＷ パサートＷ 落札
1855 2012.11 東京都 トヨタ セルシオ 落札
1856 2012.11 群馬県 ＢＭＷ ミニ 落札
1857 2012.11 東京都 トヨタ アリスト 落札
1858 2012.11 神奈川県 ホンダ フィット 落札
1859 2012.11 北海道 フォード エクスプローラー 落札
1860 2012.11 神奈川県 日産 ラフェスタ 落札
1861 2012.11 千葉県 スバル レガシィＷ 落札
1862 2012.11 埼玉県 ホンダ ステップＷ 落札
1863 2012.11 千葉県 スバル インプレッサ 出品
1864 2012.12 山梨県 トヨタ アベンシスＷ 落札
1865 2012.12 群馬県 トヨタ アイシス 出品
1866 2012.12 埼玉県 スバル フォレスター 落札
1867 2012.12 東京都 レクサス ＧＳ３５０ 落札
1868 2012.12 東京都 ＢＭＷ １２０ｉカブリオレ 落札
1869 2012.12 東京都 ＢＭＷ ５２５ｉ 落札
1870 2012.12 北海道 ＶＷ ポロ 落札
1871 2013.01 神奈川県 ホンダ ライフ 落札
1872 2013.01 茨城県 ポルシェ ボクスター 落札
1873 2013.01 愛知県 トヨタ ＩＱ 落札
1874 2013.01 東京都 トヨタ セルシオ 落札
1875 2013.01 東京都 日産 シーマ 落札
1876 2013.01 栃木県 三菱 ミニキャブＴ 落札
1877 2013.01 富山県 クライスラー ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｪﾛｷｰ 出品
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1878 2013.01 神奈川県 ベンツ Ｅ５５ 出品
1879 2013.01 東京都 ホンダ シビック 出品
1880 2013.01 東京都 ダイハツ コペン 出品
1881 2013.02 福井県 日産 キャラバン 落札
1882 2013.02 山形県 スバル レガシィＷ 落札
1883 2013.02 石川県 三菱 アイ 落札
1884 2013.02 愛知県 ボルボ Ｖ６０ 落札
1885 2013.02 宮城県 スズキ エブリィＷ 落札
1886 2013.02 神奈川県 トヨタ ヴィッツ 落札
1887 2013.02 福島県 ホンダ エリシオン 落札
1888 2013.02 東京都 ホンダ オデッセイ 落札
1889 2013.02 東京都 日産 プレサージュ 落札
1890 2013.02 埼玉県 三菱 コルト 落札
1891 2013.02 東京都 日産 ティアナ 落札
1892 2013.02 広島県 シボレー カマロ 落札
1893 2013.02 千葉県 トヨタ ヴォクシー 出品
1894 2013.02 東京都 トヨタ ハリアー 出品
1895 2013.02 岡山県 ダイハツ タント 落札
1896 2013.03 広島県 ＶＷ ジェッタ 落札
1897 2013.03 神奈川県 トヨタ エスティマ 落札
1898 2013.03 香川県 日産 モコ 落札
1899 2013.03 北海道 マツダ ＡＺワゴン 落札
1900 2013.03 千葉県 トヨタ アイシス 落札
1901 2013.03 千葉県 三菱 ミニキャブトラック 落札
1902 2013.03 北海道 ダイハツ ムーヴ 落札
1903 2013.03 高知県 ベンツ Ｅ４３０ワゴン 落札
1904 2013.03 千葉県 トヨタ ヴィッツ 落札
1905 2013.03 千葉県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
1906 2013.03 栃木県 日産 エクストレイル 落札
1907 2013.03 東京都 ホンダ モビリオ 落札
1908 2013.03 広島県 三菱 コルトプラス 落札
1909 2013.03 埼玉県 トヨタ ソアラ 落札
1910 2013.03 愛知県 トヨタ プリウス 落札
1911 2013.03 東京都 ベンツ Ｃ２３０ 落札
1912 2013.03 愛知県 ベンツ Ｖ３５０ 落札
1913 2013.03 三重県 ホンダ ライフ 落札
1914 2013.03 東京都 日産 セレナ 落札
1915 2013.03 千葉県 アウディ Ａ６アバント 落札
1916 2013.03 千葉県 スズキ ＫＥＩ 出品
1917 2013.03 千葉県 ＶＷ ビートル 出品
1918 2013.03 福井県 トヨタ サーフ 出品
1919 2013.03 大阪府 ＶＷ ゴルフ 落札
1920 2013.03 千葉県 トヨタ アルファード 落札
1921 2013.03 東京都 ＢＭＷ Ｍ３ 出品
1922 2013.03 静岡県 トヨタ プリウス 出品
1923 2013.03 千葉県 スズキ ＡＺワゴン 出品
1924 2013.03 愛知県 スバル インプレッサ 出品
1925 2013.04 岩手県 アウディ Ａ３ 落札
1926 2013.04 高知県 スバル レガシィＷ 落札
1927 2013.04 福岡県 トヨタ カローラフィールダー 落札
1928 2013.04 神奈川県 日産 キャラバンコーチ 落札
1929 2013.04 千葉県 アウディ ＴＴクーペ 落札
1930 2013.04 岩手県 ダイハツ ムーヴ 落札
1931 2013.04 山形県 トヨタ マークＸジオ 落札
1932 2013.04 千葉県 トヨタ アルファードＨＶ 出品
1933 2013.04 神奈川県 日産 フーガ 出品
1934 2013.04 栃木県 三菱 パジェロ 出品
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1935 2013.04 神奈川県 ベンツ Ｃ２００ 落札
1936 2013.04 宮崎県 ダイハツ ソニカ 落札
1937 2013.04 埼玉県 トヨタ ランクル１００ 落札
1938 2013.04 神奈川県 ホンダ ステップワゴン 落札
1939 2013.04 長野県 ＢＭＷ ミニ 落札
1940 2013.04 京都府 ホンダ オデッセイ 落札
1941 2013.04 岩手県 ホンダ インサイト 落札
1942 2013.04 神奈川県 ホンダ ステップワゴン 落札
1943 2013.04 石川県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 落札
1944 2013.04 香川県 ホンダ フィット 出品
1945 2013.04 東京都 ベンツ Ｓ６００ロング 出品
1946 2013.04 東京都 トヨタ ヴォクシー 出品
1947 2013.04 茨城県 トヨタ サーフ 出品
1948 2013.05 東京都 ホンダ ステップワゴン 落札
1949 2013.05 千葉県 ＶＷ ゴルフ 落札
1950 2013.05 兵庫県 トヨタ シエンタ 落札
1951 2013.05 茨城県 ホンダ パートナー 落札
1952 2013.05 神奈川県 ダイハツ タント 出品
1953 2013.05 東京都 ＢＭＷ ミニ 出品
1954 2013.05 千葉県 スバル Ｒ１ 出品
1955 2013.05 千葉県 トヨタ ウィッシュ 出品
1956 2013.05 神奈川県 三菱 ＥＫワゴン 出品
1957 2013.05 茨城県 ポルシェ ボクスター 落札
1958 2013.05 大阪府 ベンツ ＣＬ６００ 落札
1959 2013.05 栃木県 ホンダ エアウェイブ 落札
1960 2013.05 新潟県 マツダ ＭＰＶ 落札
1961 2013.05 埼玉県 ポルシェ カイエン 落札
1962 2013.06 長野県 スバル Ｒ２ 落札
1963 2013.06 茨城県 ＶＷ ゴルフ 落札
1964 2013.06 福岡県 日産 ノート 落札
1965 2013.06 岡山県 シトロエン Ｃ４ 落札
1966 2013.06 栃木県 トヨタ プラド 出品
1967 2013.06 千葉県 ランドローバー フリーランダー 出品
1968 2013.06 宮城県 ＢＭＷ ３２０ｉ 出品
1969 2013.06 東京都 三菱 ランサーセディアワゴン 出品
1970 2013.06 福岡県 日産 グロリア 出品
1971 2013.06 神奈川県 ＶＷ ニュービートル 出品
1972 2013.06 埼玉県 ベンツ Ｂ１７０ 出品
1973 2013.06 群馬県 トヨタ アルファード 出品
1974 2013.06 神奈川県 ＶＷ ゴルフ 落札
1975 2013.06 神奈川県 アウディ ＴＴクーペ 落札
1976 2013.06 大阪府 日産 エルグランド 落札
1977 2013.06 栃木県 いすず ファスター 落札
1978 2013.06 山形県 マツダ ロードスター 落札
1979 2013.06 宮城県 三菱 パジェロミニ 落札
1980 2013.06 東京都 ジャガー Ｘタイプ 落札
1981 2013.06 神奈川県 三菱 コルトプラス 落札
1982 2013.06 北海道 トヨタ ヴィッツ 落札
1983 2013.06 群馬県 トヨタ パッソ 出品
1984 2013.07 埼玉県 ダイハツ ミラ 落札
1985 2013.07 福岡県 ベンツ ＭＬ３５０ 落札
1986 2013.07 愛知県 ボルボ ＸＣ７０ 落札
1987 2013.07 千葉県 トヨタ ブレイド 落札
1988 2013.07 大阪府 ホンダ レジェンド 落札
1989 2013.07 長崎県 スバル ステラ 落札
1990 2013.07 千葉県 ＢＭＷ ミニ 落札
1991 2013.07 兵庫県 クライスラー ３００Ｃ 落札
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1992 2013.07 愛知県 スズキ ワゴンＲ 落札
1993 2013.07 千葉県 日産 ノート 落札
1994 2013.07 千葉県 ホンダ フリード 落札
1995 2013.07 大阪府 ウエストフィールド ウエストフィールド 落札
1996 2013.07 千葉県 トヨタ ライトエースＴ 出品
1997 2013.07 千葉県 トヨタ シエンタ 出品
1998 2013.07 茨城県 マツダ ベリーサ 出品
1999 2013.07 千葉県 ＶＷ シロッコ 出品
2000 2013.07 千葉県 ホンダ ステップＷ 出品
2001 2013.07 北海道 ダイハツ ミラココア 出品
2002 2013.07 福井県 トヨタ ハイエースＶ 出品
2003 2013.07 埼玉県 マツダ スピアーノ 落札
2004 2013.07 北海道 日産 パオ 落札
2005 2013.07 埼玉県 ホンダ フィット 落札
2006 2013.07 愛知県 日産 フーガ 落札
2007 2013.07 石川県 ＶＷ ゴルフ 落札
2008 2013.07 大阪府 スズキ ラパン 落札
2009 2013.07 神奈川県 ベンツ Ａ１７０ 落札
2010 2013.07 福岡県 日産 エルグランド 出品
2011 2013.07 奈良県 ベンツ Ｇ４００ 出品
2012 2013.07 兵庫県 ホンダ ライフ 出品
2013 2013.07 群馬県 トヨタ プレミオ 出品
2014 2013.08 沖縄県 スバル プレオ 落札
2015 2013.08 大阪府 ベンツ Ｓ５００ロング 落札
2016 2013.08 千葉県 トヨタ マークＸジオ 落札
2017 2013.08 岡山県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
2018 2013.08 愛媛県 ホンダ ホビオプロ 出品
2019 2013.08 兵庫県 トヨタ プリウス 出品
2020 2013.08 埼玉県 トヨタ ランクル 出品
2021 2013.08 千葉県 ホンダ シビックＨＶ 出品
2022 2013.08 岡山県 トヨタ パッソ 出品
2023 2013.08 埼玉県 マツダ ビアンテ 出品
2024 2013.08 神奈川県 トヨタ フィールダー 出品
2025 2013.08 東京都 ＢＭＷ １１６ｉ 落札
2026 2013.08 千葉県 ＶＷ ゴルフ 落札
2027 2013.08 千葉県 ダイハツ ミライース 落札
2028 2013.08 愛知県 ベンツ ＳＬ５５　ＡＭＧ 落札
2029 2013.08 山形県 日産 キューブ 落札
2030 2013.08 埼玉県 ダイハツ アトレー 落札
2031 2013.08 愛知県 トヨタ パッソ 落札
2032 2013.08 山形県 マツダ プレマシー 落札
2033 2013.08 兵庫県 ＢＭＷ ５２５ｉ 落札
2034 2013.08 岡山県 マツダ ＲＸ－８ 落札
2035 2013.08 神奈川県 スバル レガシィＷ 落札
2036 2013.08 神奈川県 三菱 グランディス 出品
2037 2013.08 福岡県 ベンツ Ｅ５００ 出品
2038 2013.08 岡山県 トヨタ ハリアーＨＶ 出品
2039 2013.08 愛知県 トヨタ プロナード 出品
2040 2013.08 東京都 マツダ ＭＰＶ 出品
2041 2013.08 福岡県 フィアット 500 出品
2042 2013.08 福岡県 トヨタ ハイラックスサーフ 出品
2043 2013.08 兵庫県 クライスラー ３００Ｃ 出品
2044 2013.09 福岡県 日産 セフィーロ 出品
2045 2013.09 愛知県 トヨタ ランクル 出品
2046 2013.09 千葉県 ベンツ Ｃ３２０Ｗ 出品
2047 2013.09 東京都 スバル レガシィＷ 出品
2048 2013.09 大阪府 ＢＭＷ ７６０Ｌｉ 落札
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2049 2013.09 神奈川県 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 落札
2050 2013.09 大阪府 日産 エルグランド 落札
2051 2013.09 山形県 ホンダ Ｎ－ＯＮＥ 落札
2052 2013.09 山形県 スズキ アルトラパン 落札
2053 2013.09 千葉県 ベンツ Ｃ２３０ 落札
2054 2013.09 徳島県 スズキ スイフト 落札
2055 2013.09 大阪府 ボルボ ＸＣ７０ 落札
2056 2013.09 神奈川県 ＢＭＷ ミニクラブマン 落札
2057 2013.09 北海道 ホンダ オデッセイ 落札
2058 2013.09 宮城県 トヨタ グランビア 落札
2059 2013.09 長野県 トヨタ ヴィッツ 落札
2060 2013.09 宮城県 ダイハツ ミゼット2 落札
2061 2013.09 福岡県 マツダ ビアンテ 落札
2062 2013.09 栃木県 トヨタ パッソ 落札
2063 2013.09 兵庫県 日産 エルグランド 出品
2064 2013.09 神奈川県 ＢＭＷ ミニ 出品
2065 2013.09 神奈川県 スバル レガシィＷ 出品
2066 2013.09 静岡県 マツダ ＭＰＶ 出品
2067 2013.09 神奈川県 日産 セレナ 出品
2068 2013.09 神奈川県 マツダ ロードスター 出品
2069 2013.09 神奈川県 ＢＭＷ Ｚ４ 出品
2070 2013.09 千葉県 三菱 デリカＤ５ 出品
2071 2013.09 神奈川県 ＢＭＷ アクティブハイブリッド５ 落札
2072 2013.10 神奈川県 ダイハツ タント 出品
2073 2013.10 東京都 三菱 デリカＤ５ 落札
2074 2013.10 大阪府 トヨタ センチュリー 落札
2075 2013.10 東京都 トヨタ ノア 落札
2076 2013.10 広島県 レクサス ＩＳ２５０ 落札
2077 2013.10 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
2078 2013.10 群馬県 日産 ﾊﾞﾈｯﾄ 出品
2079 2013.10 神奈川県 日産 フーガＨＶ 出品
2080 2013.10 神奈川県 日産 ムラーノ 出品
2081 2013.10 埼玉県 ダイハツ ソニカ 出品
2082 2013.10 埼玉県 スバル Ｒ１ 出品
2083 2013.10 埼玉県 ホンダ バモスホビオ 落札
2084 2013.10 千葉県 スズキ エブリィＶ 落札
2085 2013.10 兵庫県 ベンツ Ａ２００ 落札
2086 2013.10 静岡県 三菱 デリカＤ２ 落札
2087 2013.10 山形県 トヨタ ハイエースＶ 落札
2088 2013.10 岡山県 アルファロメオ 147 落札
2089 2013.10 大阪府 ＢＭＷ Ｚ３ 落札
2090 2013.10 千葉県 ダイハツ コペン 出品
2091 2013.10 東京都 マツダ ＭＰＶ 出品
2092 2013.10 千葉県 アウディ Ａ４アバント 出品
2093 2013.11 群馬県 スズキ キャリィＴ 出品
2094 2013.11 群馬県 スズキ キャリィＴ 出品
2095 2013.11 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
2096 2013.11 群馬県 マツダ アクセラスポーツ 落札
2097 2013.11 鹿児島県 アウディ ＴＴクーペ 落札
2098 2013.11 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 落札
2099 2013.11 千葉県 スバル サンバーディアスＷ 落札
2100 2013.11 栃木県 三菱 タウンボックス 落札
2101 2013.11 神奈川県 トヨタ ヴァンガード 出品
2102 2013.11 千葉県 マツダ ＣＸ－５ 出品
2103 2013.11 神奈川県 ダイハツ コペン 出品
2104 2013.11 埼玉県 日産 エクストレイル 出品
2105 2013.11 神奈川県 ホンダ インテグラ 出品

37



お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
2106 2013.11 大阪府 ベンツ Ｓ５００ロング 出品
2107 2013.11 徳島県 トヨタ イスト 出品
2108 2013.11 長野県 トヨタ ヴェルファイア 出品
2109 2013.11 東京都 トヨタ アルファード 出品
2110 2013.11 埼玉県 ダイハツ ムーヴ 落札
2111 2013.11 千葉県 アウディ Ａ４アバント 落札
2112 2013.11 東京都 ＢＭＷ ミニ 落札
2113 2013.11 千葉県 三菱 グランディス 落札
2114 2013.11 山梨県 いすず ビッグホーン 落札
2115 2013.11 千葉県 フィアット アバルトプントエヴォ 落札
2116 2013.11 埼玉県 ダイハツ ミラ 落札
2117 2013.11 神奈川県 ＢＭＷ １１６ｉ 落札
2118 2013.11 長野県 サーブ ９－３　２．０Ｔ 落札
2119 2013.11 東京都 ベンツ E350 落札
2120 2013.11 茨城県 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
2121 2013.11 千葉県 トヨタ ＳＡＩ 出品
2122 2013.12 千葉県 トヨタ ハイラックスサーフ 出品
2123 2013.12 神奈川県 ＶＷ ニュービートル 出品
2124 2013.12 東京都 トヨタ アレックス 出品
2125 2013.12 栃木県 スバル フォレスター 落札
2126 2013.12 大阪府 ベンツ ＣＬ６００ 落札
2127 2013.12 愛知県 クライスラー ジープラングラー 落札
2128 2013.12 兵庫県 スズキ スプラッシュ 落札
2129 2013.12 愛知県 日産 セドリック 落札
2130 2013.12 長崎県 日産 ラフェスタ 落札
2131 2013.12 青森県 スズキ エブリィＶ 落札
2132 2013.12 宮城県 ＢＭＷ ７４０ｉ 落札
2133 2013.12 大阪府 トヨタ プラッツ 落札
2134 2013.12 埼玉県 日産 フーガ 落札
2135 2013.12 千葉県 トヨタ ハイラックスサーフ 落札
2136 2013.12 茨城県 ＶＷ ゴルフワゴン 落札
2137 2013.12 群馬県 ベンツ Ｇ５００ 落札
2138 2013.12 山形県 トヨタ プリウス 落札
2139 2013.12 栃木県 三菱 スパイダー 落札
2140 2013.12 千葉県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
2141 2013.12 千葉県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
2142 2013.12 東京都 トヨタ ヴィッツ 落札
2143 2013.12 奈良県 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
2144 2013.12 千葉県 ホンダ フィット 出品
2145 2013.12 埼玉県 ポルシェ カイエン 出品
2146 2013.12 千葉県 ダイハツ コペン 出品
2147 2013.12 埼玉県 ダイハツ タント 落札
2148 2014.01 群馬県 スズキ ワゴンＲ 出品
2149 2014.01 三重県 ホンダ アクティＴ 出品
2150 2014.01 千葉県 ベンツ Ｓ６００Ｌ 落札
2151 2014.01 山梨県 ホンダ フィット 落札
2152 2014.01 大阪府 日産 プレサージュ 落札
2153 2014.01 長野県 スバル ステラ 落札
2154 2014.01 栃木県 ホンダ エアウェイブ 落札
2155 2014.01 石川県 トヨタ ＳＡＩ 落札
2156 2014.01 茨城県 ポルシェ ボクスター 落札
2157 2014.01 埼玉県 ＢＭＷ Ｍ５ 落札
2158 2014.01 福島県 レクサス ＣＴ２００ｈ 落札
2159 2014.01 茨城県 ポルシェ ボクスター 落札
2160 2014.01 山形県 スバル サンバーＶ 落札
2161 2014.01 東京都 三菱 パジェロミニ 落札
2162 2014.01 京都府 ＶＷ ポロ 落札
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2163 2014.01 宮城県 トヨタ ヴィッツ 出品
2164 2014.01 千葉県 三菱 ランサー 出品
2165 2014.01 宮城県 トヨタ セルシオ 出品
2166 2014.01 大阪府 トヨタ ヴェルファイア 出品
2167 2014.02 埼玉県 トヨタ ランクル２００ 出品
2168 2014.02 群馬県 トヨタ カムリグラシア 出品
2169 2014.02 兵庫県 トヨタ チェイサー 落札
2170 2014.02 東京都 ＢＭＷ １１６ｉ 落札
2171 2014.02 千葉県 日産 クリッパーＴ 落札
2172 2014.02 宮城県 トヨタ セルシオ 落札
2173 2014.02 熊本県 ＢＭＷ ７３５ｉ 落札
2174 2014.02 宮城県 スズキ エブリィＷ 出品
2175 2014.02 栃木県 ベンツ Ｒ３５０ 出品
2176 2014.02 岐阜県 日産 ノート 出品
2177 2014.02 埼玉県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
2178 2014.02 東京都 ＢＭＷ ３２３ｉ 出品
2179 2014.02 京都府 ホンダ Ｎ－ＯＮＥ 出品
2180 2014.02 千葉県 スバル ステラ 出品
2181 2014.02 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
2182 2014.02 千葉県 トヨタ エスティマ 出品
2183 2014.02 長野県 ホンダ モビリオスパイク 落札
2184 2014.02 愛知県 トヨタ プリウス 落札
2185 2014.02 兵庫県 ベンツ ＳＬＫ３２０ 落札
2186 2014.02 愛知県 スズキ パレット 落札
2187 2014.03 愛知県 クライスラー ジープラングラー 落札
2188 2014.03 岩手県 スズキ ワゴンＲ 落札
2189 2014.03 宮城県 トヨタ アルファード 落札
2190 2014.03 静岡県 ホンダ エリシオン 落札
2191 2014.03 兵庫県 日産 リーフ 落札
2192 2014.03 神奈川県 日産 デイズ 落札
2193 2014.03 茨城県 フェラーリ ３６０モデナ 落札
2194 2014.03 神奈川県 ホンダ ステップワゴン 落札
2195 2014.03 千葉県 ホンダ ストリーム 出品
2196 2014.03 熊本県 スバル レガシィＷ 出品
2197 2014.03 新潟県 スバル インプレッサ 出品
2198 2014.03 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 出品
2199 2014.03 千葉県 ダイハツ ミライース 出品
2200 2014.03 北海道 トヨタ ハリアーＨＶ 落札
2201 2014.03 東京都 ジャガー ＸＦ 落札
2202 2014.03 愛知県 ベンツ Ｓ６００ 落札
2203 2014.03 三重県 ホンダ フィットＨＶ 落札
2204 2014.03 愛知県 ホンダ モビリオ 落札
2205 2014.03 東京都 ホンダ フィットＨＶ 落札
2206 2014.03 大阪府 三菱 デリカ 落札
2207 2014.03 東京都 アウディ Ａ５ 落札
2208 2014.03 栃木県 ローバー レンジローバー 落札
2209 2014.03 大阪府 レクサス ＩＳ－Ｆ 落札
2210 2014.03 熊本県 トヨタ ヴィッツ 出品
2211 2014.03 愛知県 クライスラー ジープラングラー 出品
2212 2014.03 栃木県 日産 スカイライン 出品
2213 2014.03 東京都 スバル レガシィＢ４ 出品
2214 2014.04 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
2215 2014.04 神奈川県 日産 エルグランド 落札
2216 2014.04 大阪府 日産 キュービック 出品
2217 2014.04 千葉県 アルファロメオ 159 落札
2218 2014.04 静岡県 三菱 アイ 落札
2219 2014.04 東京都 マツダ デミオ 落札
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2220 2014.04 宮城県 トヨタ セルシオ 落札
2221 2014.04 和歌山県 日産 ステージア 落札
2222 2014.04 岩手県 トヨタ オーリス 落札
2223 2014.04 宮城県 ホンダ ステップワゴン 落札
2224 2014.04 三重県 スバル Ｒ２ 出品
2225 2014.04 千葉県 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 出品
2226 2014.04 兵庫県 ベンツ Ｓ４００ 出品
2227 2014.05 静岡県 トヨタ ヴェロッサ 落札
2228 2014.05 兵庫県 ダイハツ ムーヴ 落札
2229 2014.05 大阪府 ローバー ミニ 出品
2230 2014.05 栃木県 ポンティアック ﾌｧｲﾔｰﾊﾞｰﾄﾞ 出品
2231 2014.05 大阪府 ダイハツ エッセ 出品
2232 2014.05 北海道 ＢＭＷ Ｘ３ 出品
2233 2014.05 山形県 アウディ Ａ１ 落札
2234 2014.05 奈良県 日産 ティーダラティオ 落札
2235 2014.05 栃木県 ダイハツ タント 落札
2236 2014.05 静岡県 ＢＭＷ ミニ 落札
2237 2014.05 長野県 スバル レガシィＢ４ 落札
2238 2014.05 愛知県 ベンツ ＣＬ５５０ 落札
2239 2014.05 福岡県 ＢＭＷ ３１８ｉ 出品
2240 2014.05 埼玉県 フォード Ｆ－１５０ 出品
2241 2014.05 埼玉県 ルノー カングー 出品
2242 2014.05 兵庫県 フィアット 500 出品
2243 2014.05 京都府 トヨタ エスティマ 出品
2244 2014.06 北海道 トヨタ ランクルプラド 出品
2245 2014.06 東京都 トヨタ パッソ 出品
2246 2014.06 千葉県 三菱 グランディス 出品
2247 2014.06 静岡県 スバル レガシィ 出品
2248 2014.06 千葉県 ＢＭＷ ３３０ｉ 落札
2249 2014.06 宮城県 トヨタ セルシオ 落札
2250 2014.06 千葉県 ホンダ モビリオ 落札
2251 2014.06 埼玉県 ホンダ フィット 落札
2252 2014.06 大阪府 三菱 コルトプラス 落札
2253 2014.06 東京都 ベンツ Ｅ２５０ 出品
2254 2014.06 和歌山県 スズキ エブリィＷ 出品
2255 2014.06 東京都 ホンダ フィット 出品
2256 2014.06 東京都 日産 セレナ 落札
2257 2014.06 広島県 トヨタ アイシス 落札
2258 2014.06 東京都 日産 フーガ 落札
2259 2014.06 埼玉県 スズキ キャリィＴ 落札
2260 2014.06 千葉県 ＶＷ ゴルフ 落札
2261 2014.06 東京都 ホンダ フリード 落札
2262 2014.06 東京都 アルファロメオ 156 落札
2263 2014.06 愛知県 クライスラー ジープラングラー 落札
2264 2014.06 愛知県 クライスラー ジープラングラー 落札
2265 2014.06 愛知県 ベンツ ＳＬ 落札
2266 2014.06 神奈川県 ダイハツ タント 落札
2267 2014.06 栃木県 トヨタ アルファード 出品
2268 2014.06 熊本県 トヨタ カローラ 出品
2269 2014.06 東京都 ＢＭＷ Ｘ５ 出品
2270 2014.07 福岡県 トヨタ ダイナ 落札
2271 2014.07 群馬県 スバル レガシィＷ 落札
2272 2014.07 千葉県 ホンダ モビリオスパイク 落札
2273 2014.07 三重県 トヨタ ハリアー 落札
2274 2014.07 千葉県 ホンダ フィットシャトルＨＶ 出品
2275 2014.07 東京都 日産 ラフェスタ 出品
2276 2014.07 茨城県 ルノー メガーヌ 出品
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2277 2014.07 東京都 三菱 デリカＤ５ 出品
2278 2014.07 東京都 スバル アウトバック 出品
2279 2014.07 長崎県 トヨタ エスティマ 出品
2280 2014.07 千葉県 日産 ノート 出品
2281 2014.07 千葉県 ＭＧＢ ＭＧＢ 出品
2282 2014.07 千葉県 トヨタ スープラ 出品
2283 2014.07 神奈川県 三菱 ランサーカーゴ 出品
2284 2014.07 神奈川県 三菱 デリカＤ５ 落札
2285 2014.07 兵庫県 ダイハツ ハイゼットＴ 落札
2286 2014.07 千葉県 トヨタ アイシス 落札
2287 2014.07 兵庫県 スズキ エブリィ 落札
2288 2014.07 栃木県 ホンダ レジェンド 落札
2289 2014.07 埼玉県 ＢＭＷ ５３０ｉ 落札
2290 2014.07 東京都 ホンダ ＮＳＸ 出品
2291 2014.07 愛知県 トヨタ プリウス 出品
2292 2014.07 千葉県 ホンダ アコード 落札
2293 2014.08 神奈川県 三菱 アイ 落札
2294 2014.08 宮城県 日産 ＡＤバン 落札
2295 2014.08 広島県 ホンダ モビリオ 落札
2296 2014.08 千葉県 ダイハツ ハイゼットＴ 落札
2297 2014.08 宮城県 スズキ エブリィＶ 落札
2298 2014.08 山梨県 マツダ ロードスター 出品
2299 2014.08 大阪府 トヨタ センチュリー 落札
2300 2014.08 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 落札
2301 2014.08 栃木県 日産 デュアリス 落札
2302 2014.08 東京都 ＢＭＷ ミニ 落札
2303 2014.08 栃木県 ホンダ ＣＲ－Ｚ 落札
2304 2014.08 東京都 スズキ ラパン 出品
2305 2014.08 神奈川県 ダイハツ ミラジーノ 出品
2306 2014.08 東京都 日産 セレナ 出品
2307 2014.09 千葉県 プジョー 208 出品
2308 2014.09 千葉県 マツダ デミオ 出品
2309 2014.09 栃木県 トヨタ ウィンダム 出品
2310 2014.09 東京都 アルファロメオ 156 出品
2311 2014.09 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 落札
2312 2014.09 鹿児島県 トヨタ ヴォクシー 落札
2313 2014.09 広島県 ホンダ アコードツアラー 落札
2314 2014.09 東京都 ベンツ ＡＭＧ　Ｓ６３ 落札
2315 2014.09 栃木県 ホンダ インサイト 落札
2316 2014.09 千葉県 マツダ ビアンテ 落札
2317 2014.09 宮城県 ホンダ オデッセイ 落札
2318 2014.09 兵庫県 ポルシェ ボクスター 落札
2319 2014.09 千葉県 スズキ ソリオバンティット 落札
2320 2014.09 宮城県 ダイハツ タント 落札
2321 2014.09 福島県 トヨタ サクシードＶ 落札
2322 2014.09 東京都 トヨタ シエンタ 落札
2323 2014.09 千葉県 ホンダ シビックＨＶ 落札
2324 2014.09 広島県 ホンダ ＣＲ－Ｚ 落札
2325 2014.09 神奈川県 スバル Ｒ２ 落札
2326 2014.09 山形県 ホンダ フィットＨＶ 落札
2327 2014.09 千葉県 プジョー 208 落札
2328 2014.09 東京都 ＶＷ ゴルフ 落札
2329 2014.09 埼玉県 ホンダ エリシオン 落札
2330 2014.09 千葉県 ＢＭＷ ３１８ｉツーリング 落札
2331 2014.09 埼玉県 ホンダ エディックス 出品
2332 2014.09 千葉県 ホンダ フィット 出品
2333 2014.09 埼玉県 マツダ ボンゴＴ 出品
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2334 2014.09 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
2335 2014.09 広島県 ホンダ フィット 出品
2336 2014.09 東京都 トヨタ プラド 出品
2337 2014.09 東京都 トヨタ パッソ 出品
2338 2014.09 栃木県 三菱 アウトランダー 出品
2339 2014.09 三重県 ホンダ ステップワゴン 出品
2340 2014.10 東京都 ベンツ Ｅ２４０ 出品
2341 2014.10 神奈川県 三菱 アウトランダー 落札
2342 2014.10 千葉県 ポルシェ カイエン 落札
2343 2014.10 東京都 トヨタ ウィッシュ 落札
2344 2014.10 宮城県 三菱 スペースギア 落札
2345 2014.10 宮城県 トヨタ サクシード 落札
2346 2014.10 岩手県 トヨタ プリウス 落札
2347 2014.10 広島県 ホンダ Ｎ－ＷＧＮ 落札
2348 2014.10 静岡県 トヨタ ランドクルーザー 落札
2349 2014.10 岩手県 ダイハツ ムーヴ 落札
2350 2014.10 群馬県 日産 ノート 落札
2351 2014.10 東京都 トヨタ ハリアー 落札
2352 2014.10 京都府 トヨタ スパーキー 落札
2353 2014.10 愛知県 ＢＭＷ １３０ｉ 落札
2354 2014.10 神奈川県 ホンダ フィット 落札
2355 2014.10 山形県 ホンダ フィット 落札
2356 2014.10 埼玉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
2357 2014.10 千葉県 マツダ ＣＸ－５ 出品
2358 2014.10 神奈川県 ランドローバー ディスカバリー 出品
2359 2014.10 愛知県 ＢＭＷ Ｘ１ 出品
2360 2014.10 東京都 ベンツ Ｅ３２０ワゴン 出品
2361 2014.10 神奈川県 ＢＭＷ ３１８ｉ 出品
2362 2014.10 奈良県 トヨタ エスティマ 出品
2363 2014.10 千葉県 トヨタ フィールダー 出品
2364 2014.11 東京都 マツダ ＭＰＶ 出品
2365 2014.11 兵庫県 ＢＭＷ ３２５ｉ 出品
2366 2014.11 愛媛県 日産 モコ 落札
2367 2014.11 宮城県 トヨタ ヴィッツ 落札
2368 2014.11 三重県 ＶＷ ポロ 落札
2369 2014.11 北海道 ホンダ フィット 落札
2370 2014.11 愛知県 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
2371 2014.11 千葉県 日産 モコ 落札
2372 2014.11 兵庫県 ＶＷ ポロ 落札
2373 2014.11 千葉県 トヨタ ランドクルーザープラド 出品
2374 2014.11 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
2375 2014.11 兵庫県 日産 セレナ 落札
2376 2014.11 埼玉県 アウディ Ａ７ 落札
2377 2014.11 山形県 ホンダ フィット 落札
2378 2014.11 大阪府 レクサス ＩＳ２５０ 落札
2379 2014.11 北海道 スズキ スイフト 落札
2380 2014.11 大阪府 トヨタ イプサム 落札
2381 2014.11 山形県 ホンダ フィット 落札
2382 2014.11 千葉県 ダイハツ ムーヴ 落札
2383 2014.11 兵庫県 トヨタ プリウス 落札
2384 2014.11 東京都 トヨタ ブレビス 落札
2385 2014.12 岡山県 ダイハツ タント 落札
2386 2014.12 長野県 マツダ ＲＸ－８ 落札
2387 2014.12 北海道 ベンツ Ｖ２８０ 落札
2388 2014.12 東京都 ホンダ フィットシャトルＨＶ 出品
2389 2014.12 大阪府 トヨタ クラウン 出品
2390 2014.12 大阪府 日産 ノート 出品
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2391 2014.12 兵庫県 トヨタ アルファード 出品
2392 2014.12 宮城県 トヨタ ランクル７０ 出品
2393 2014.12 東京都 トヨタ カローラランクス 出品
2394 2014.12 群馬県 トヨタ アイシス 落札
2395 2014.12 千葉県 トヨタ ウィッシュ 落札
2396 2014.12 大阪府 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
2397 2014.12 大阪府 マツダ ベリーサ 落札
2398 2014.12 大阪府 ベンツ ＡＭＧ　Ｅ５０ 落札
2399 2014.12 長野県 トヨタ ノア 落札
2400 2014.12 大阪府 ＢＭＷ １１６ｉ 落札
2401 2014.12 兵庫県 ＶＷ ザ・ビートル 落札
2402 2014.12 岩手県 トヨタ サクシード 落札
2403 2015.01 広島県 トヨタ クラウンエステート 落札
2404 2015.01 福岡県 スズキ ワゴンＲ 落札
2405 2015.01 東京都 ＢＭＷ ６４０ｉ 落札
2406 2015.01 大阪府 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
2407 2015.01 熊本県 日産 モコ 落札
2408 2015.01 群馬県 トヨタ クレスタ 落札
2409 2015.01 岡山県 スバル サンバーディアス 落札
2410 2015.01 東京都 ホンダ Ｎ－ＷＧＮ 落札
2411 2015.01 東京都 アルファロメオ ミト 出品
2412 2015.01 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
2413 2015.01 栃木県 ダイハツ タント 出品
2414 2015.01 千葉県 スズキ ワゴンＲ 出品
2415 2015.01 京都府 日産 スカイライン 出品
2416 2015.01 東京都 ポルシェ カイエン 出品
2417 2015.01 北海道 日産 フーガ 落札
2418 2015.01 鹿児島県 ＶＷ ゴルフ 落札
2419 2015.01 山梨県 ＢＭＷ ミニクラブマン 落札
2420 2015.01 静岡県 スバル レガシィワゴン 出品
2421 2015.02 千葉県 トヨタ クレスタ 出品
2422 2015.02 東京都 マツダ アクセラスポーツ 出品
2423 2015.02 東京都 マツダ プレマシー 出品
2424 2015.02 栃木県 トヨタ アルテッツァ 出品
2425 2015.02 東京都 ＢＭＷ ５３０ｉ 出品
2426 2015.02 神奈川県 トヨタ アクア 出品
2427 2015.02 茨城県 ポルシェ ボクスター 出品
2428 2015.02 千葉県 トヨタ サクシード 落札
2429 2015.02 千葉県 トヨタ ヴォクシー 落札
2430 2015.02 大阪府 アウディ Ａ３ 落札
2431 2015.02 三重県 トヨタ アイシス 落札
2432 2015.02 東京都 フィアット 500 落札
2433 2015.02 北海道 ダイハツ ムーヴ 落札
2434 2015.02 千葉県 ＢＭＷ ミニクーパー 落札
2435 2015.02 千葉県 マツダ アテンザスポーツ 落札
2436 2015.02 愛知県 トヨタ ヴォクシー 落札
2437 2015.02 三重県 トヨタ クラウン 落札
2438 2015.02 千葉県 ダイハツ タント 落札
2439 2015.02 大分県 ホンダ インサイト 落札
2440 2015.02 大阪府 ＶＷ クロスポロ 落札
2441 2015.02 東京都 ベンツ Ｂ１８０ 落札
2442 2015.02 千葉県 クライスラー ジープラングラー 落札
2443 2015.02 北海道 トヨタ パッソ 落札
2444 2015.02 神奈川県 マツダ ビアンテ 落札
2445 2015.02 千葉県 ＢＭＷ ミニ 出品
2446 2015.02 千葉県 レンジローバー ディスカバリー４ 出品
2447 2015.02 東京都 トヨタ アルファード 出品
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2448 2015.02 埼玉県 日産 フーガ 出品
2449 2015.02 広島県 ＢＭＷ Ｚ４ 出品
2450 2015.02 兵庫県 ホンダ シビックＨＶ 出品
2451 2015.02 兵庫県 日産 フェアレディＺ 出品
2452 2015.02 愛知県 マツダ ＣＸ－７ 出品
2453 2015.03 群馬県 ＶＷ ルポ 出品
2454 2015.03 千葉県 トヨタ フィールダー 出品
2455 2015.03 東京都 三菱 ファイター 出品
2456 2015.03 東京都 トヨタ プラド 出品
2457 2015.03 岐阜県 三菱 スペースギア 落札
2458 2015.03 大阪府 ＢＭＷ ７６０Ｌｉ 落札
2459 2015.03 千葉県 ＢＭＷ ３２０ｄ 落札
2460 2015.03 沖縄県 トヨタ エスクァイア 落札
2461 2015.03 神奈川県 日産 キャラバン 落札
2462 2015.03 埼玉県 三菱 ｅｋアクティブ 落札
2463 2015.03 山形県 トヨタ ハイエース 落札
2464 2015.03 栃木県 トヨタ ヴォクシー 落札
2465 2015.03 愛知県 スズキ ワゴンＲ 落札
2466 2015.03 北海道 スバル レガシィＢ４ 落札
2467 2015.03 兵庫県 マツダ ＲＸ－７ 落札
2468 2015.03 茨城県 ダイハツ コペン 落札
2469 2015.03 神奈川県 スズキ アルトラパン 落札
2470 2015.03 千葉県 日産 ティーダ 落札
2471 2015.03 大阪府 日産 ティーダ 落札
2472 2015.03 広島県 日産 シーマ 落札
2473 2015.03 大阪府 ＢＭＷ ７５０Ｌｉ 落札
2474 2015.03 大阪府 ベンツ Ａ１７０ 落札
2475 2015.03 神奈川県 ホンダ フィットシャトルＨＶ 落札
2476 2015.03 千葉県 トヨタ カムリ 落札
2477 2015.03 三重県 日産 リーフ 落札
2478 2015.03 神奈川県 ポルシェ 911 出品
2479 2015.03 沖縄県 トヨタ ヴェルファイアＨＶ 落札
2480 2015.03 北海道 スズキ ジムニー 出品
2481 2015.03 埼玉県 ローバー レンジローバー 出品
2482 2015.03 埼玉県 ポルシェ 911 出品
2483 2015.03 東京都 レクサス ＲＸ 出品
2484 2015.03 千葉県 ホンダ エディックス 出品
2485 2015.03 東京都 ベンツ Ｃ２００ 出品
2486 2015.03 千葉県 ＢＭＷ ５２５ｉ 出品
2487 2015.04 埼玉県 トヨタ アルテッツァジータ 落札
2488 2015.04 長野県 ボルボ Ｖ６０ 落札
2489 2015.04 石川県 ベンツ Ｃ２００ 落札
2490 2015.04 神奈川県 トヨタ コースター 落札
2491 2015.04 東京都 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
2492 2015.04 岡山県 マツダ デミオ 落札
2493 2015.04 大阪府 プジョー 407 落札
2494 2015.04 山形県 ホンダ フィット 落札
2495 2015.04 茨城県 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 落札
2496 2015.04 千葉県 ベンツ Ａ２００ 落札
2497 2015.04 東京都 ＢＭＷ ５２３ｉ 落札
2498 2015.04 千葉県 アウディ Ａ４ 出品
2499 2015.04 静岡県 日産 エクストレイル 落札
2500 2015.04 大阪府 ベンツ ＳＬＫ２３０ 落札
2501 2015.04 千葉県 トヨタ プリウス 落札
2502 2015.04 大阪府 ベンツ Ａ１７０ 落札
2503 2015.04 大阪府 ベンツ Ａ２００ 落札
2504 2015.04 東京都 アウディ Ａ４アバント 落札
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2505 2015.04 東京都 スバル フォレスター 出品
2506 2015.04 千葉県 日産 スカイライン 出品
2507 2015.04 神奈川県 日産 デイズ 出品
2508 2015.04 埼玉県 トヨタ ソアラ 出品
2509 2015.04 滋賀県 ダイハツ ミライース 落札
2510 2015.05 神奈川県 三菱 アウトランダー 落札
2511 2015.05 愛知県 マツダ ビアンテ 落札
2512 2015.05 栃木県 トヨタ ヴォクシー 落札
2513 2015.05 宮城県 ホンダ インスパイア 落札
2514 2015.05 栃木県 ホンダ オデッセイ 落札
2515 2015.05 神奈川県 トヨタ ライトエースＶ 落札
2516 2015.05 東京都 ＢＭＷ ５３０ｉ 落札
2517 2015.05 千葉県 マツダ アクセラスポーツ 出品
2518 2015.05 福岡県 ＶＷ パサートヴァリアント 落札
2519 2015.05 群馬県 日産 クリッパーＶ 出品
2520 2015.05 千葉県 ベンツ Ｂ１７０ 出品
2521 2015.05 東京都 スズキ ワゴンＲ 出品
2522 2015.05 神奈川県 ＢＭＷ Ｚ３ 出品
2523 2015.05 栃木県 ＢＭＷ ５３０ｉ 出品
2524 2015.05 神奈川県 レクサス ＩＳ３００ｈ 出品
2525 2015.05 大阪府 レクサス ＬＳ４６０ 落札
2526 2015.05 東京都 日産 ＧＴ－Ｒ 落札
2527 2015.05 千葉県 トヨタ アルファード 落札
2528 2015.05 愛媛県 ホンダ フィットＨＶ 落札
2529 2015.05 愛知県 マツダ アテンザ 落札
2530 2015.05 宮城県 アウディ Ｑ５ 落札
2531 2015.05 大分県 ダイハツ エッセ 落札
2532 2015.05 東京都 ホンダ オデッセイ 出品
2533 2015.06 大阪府 スバル アウトバック 落札
2534 2015.06 山形県 ホンダ ステップワゴン 落札
2535 2015.06 静岡県 日産 マーチ 落札
2536 2015.06 山形県 ベンツ Ａ１８０ 落札
2537 2015.06 群馬県 ダイハツ ハイゼットカーゴ 落札
2538 2015.06 福島県 サーブ ９－５エステート 出品
2539 2015.06 福島県 ベンツ Ｅ３５０ワゴン 落札
2540 2015.06 愛知県 トヨタ パッソ 落札
2541 2015.06 奈良県 トヨタ グランビア 落札
2542 2015.06 大阪府 ベンツ Ａ２００ 落札
2543 2015.06 東京都 ダイハツ コペン 落札
2544 2015.06 秋田県 スバル インプレッサ 落札
2545 2015.06 北海道 スバル レガシィ 落札
2546 2015.06 千葉県 トヨタ マークＸ 出品
2547 2015.06 静岡県 スバル レガシィ 出品
2548 2015.06 東京都 トヨタ ポルテ 出品
2549 2015.06 東京都 レクサス ＬＳ４６０ 出品
2550 2015.06 東京都 ＢＭＷ ５２５ｉ 出品
2551 2015.06 神奈川県 日産 フェアレディＺ 出品
2552 2015.06 三重県 マツダ ＲＸ－７ 出品
2553 2015.06 群馬県 ベンツ Ｇ５００ 出品
2554 2015.06 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 出品
2555 2015.06 東京都 ベンツ Ｅ３２０ 出品
2556 2015.06 大阪府 ＢＭＷ ７６０Ｌｉ 出品
2557 2015.06 大阪府 ベンツ ＡＭＧ　Ｅ５０ 出品
2558 2015.06 東京都 スバル インプレッサ 出品
2559 2015.06 埼玉県 アルファロメオ 147 出品
2560 2015.06 北海道 トヨタ チェイサー 出品
2561 2015.06 石川県 ダイハツ ミラ 出品
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2562 2015.06 神奈川県 レクサス ＨＳ 出品
2563 2015.06 広島県 レクサス ＩＳ 出品
2564 2015.07 千葉県 トヨタ エスティマ 出品
2565 2015.07 東京都 トヨタ エスティマ 出品
2566 2015.07 京都府 ベンツ Ｃ２３０ 落札
2567 2015.07 山形県 ホンダ ヴェゼル 落札
2568 2015.07 北海道 トヨタ アルファード 落札
2569 2015.07 埼玉県 日産 ラフェスタ 落札
2570 2015.07 長野県 ローバー フリーランダー２ 落札
2571 2015.07 北海道 日産 セレナ 落札
2572 2015.07 東京都 ＶＷ ゴルフ 落札
2573 2015.07 石川県 ホンダ ＣＲ－Ｚ 落札
2574 2015.07 神奈川県 ホンダ フィット 出品
2575 2015.07 神奈川県 スバル インプレッサ 出品
2576 2015.07 東京都 日産 ジューク 出品
2577 2015.07 長野県 トヨタ マークＸ 出品
2578 2015.07 東京都 トヨタ ノア 出品
2579 2015.07 神奈川県 日産 エルグランド 出品
2580 2015.07 埼玉県 ＧＭＣ ユーコン 出品
2581 2015.07 東京都 日産 ステージア 出品
2582 2015.07 大阪府 ベンツ Ｅ５００ワゴン 出品
2583 2015.07 千葉県 ポルシェ パナメーラ 出品
2584 2015.07 千葉県 アウディ Ａ１ 落札
2585 2015.07 千葉県 トヨタ ノア 落札
2586 2015.07 神奈川県 いすず エルフ 落札
2587 2015.07 大阪府 スバル レガシィＷ 落札
2588 2015.07 大阪府 トヨタ イスト 落札
2589 2015.07 千葉県 ホンダ モビリオ 落札
2590 2015.07 沖縄県 トヨタ アクア 落札
2591 2015.07 埼玉県 日産 エクストレイル 落札
2592 2015.07 千葉県 トヨタ エスティマ 落札
2593 2015.07 神奈川県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
2594 2015.07 埼玉県 ダイハツ タント 落札
2595 2015.07 広島県 日産 スカイライン 落札
2596 2015.07 兵庫県 ＶＷ シャラン 落札
2597 2015.07 奈良県 ベンツ Ｇ３５０ 出品
2598 2015.08 福岡県 トヨタ プリウス 落札
2599 2015.08 福岡県 トヨタ プリウス 落札
2600 2015.08 静岡県 トヨタ ポルテ 落札
2601 2015.08 大阪府 マツダ ベリーサ 落札
2602 2015.08 北海道 スバル レガシィＢ４ 出品
2603 2015.08 千葉県 日産 ティーダ 出品
2604 2015.08 神奈川県 トヨタ 86 出品
2605 2015.08 東京都 ベンツ Ｓ６３ＡＭＧ 出品
2606 2015.08 千葉県 ダイハツ ムーヴラテ 出品
2607 2015.08 千葉県 ＢＭＷ ミニ 出品
2608 2015.08 千葉県 ＢＭＷ ３２０Ｄ 出品
2609 2015.08 兵庫県 ベンツ ＭＬ３５０ 出品
2610 2015.08 埼玉県 ホンダ アコード 落札
2611 2015.08 千葉県 マツダ スクラム 落札
2612 2015.08 東京都 トヨタ シエンタ 落札
2613 2015.08 千葉県 日産 ノート 落札
2614 2015.08 千葉県 トヨタ ノア 落札
2615 2015.08 愛知県 トヨタ ラクティス 落札
2616 2015.08 東京都 ベンツ ＳＬＫ 出品
2617 2015.09 茨城県 トヨタ マークＸ 落札
2618 2015.09 神奈川県 アウディ Ａ４ 落札
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2619 2015.09 栃木県 ダイハツ ビーゴ 落札
2620 2015.09 群馬県 ベンツ Ｅ２５０ワゴン 落札
2621 2015.09 福島県 トヨタ プリウス 落札
2622 2015.09 北海道 ボルボ ＸＣ７０ 落札
2623 2015.09 兵庫県 ＶＷ ポロ 落札
2624 2015.09 愛知県 ボルボ ＸＣ７０ 出品
2625 2015.09 埼玉県 トヨタ ハイエースバン 出品
2626 2015.09 福岡県 フォード エクスプローラー 出品
2627 2015.09 宮城県 アウディ Ｑ５ 出品
2628 2015.09 愛知県 日産 フーガＨＶ 落札
2629 2015.09 秋田県 ホンダ エリシオン 落札
2630 2015.09 兵庫県 フィアット 500 落札
2631 2015.09 長崎県 トヨタ プリウス 落札
2632 2015.09 新潟県 三菱 ランサー 落札
2633 2015.09 埼玉県 ルノー メガーヌ 出品
2634 2015.09 東京都 アウディ ＴＴ 出品
2635 2015.10 福島県 トヨタ サクシードバン 出品
2636 2015.10 石川県 サーブラウ ＴＶＲ 出品
2637 2015.10 千葉県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 出品
2638 2015.10 兵庫県 日産 ピノ 落札
2639 2015.10 神奈川県 日産 セレナ 落札
2640 2015.10 東京都 トヨタ シエンタ 落札
2641 2015.10 神奈川県 マツダ ＲＸ－８ 落札
2642 2015.10 大阪府 ベンツ Ａ１７０ 落札
2643 2015.10 大阪府 トヨタ ブレイド 落札
2644 2015.10 茨城県 トヨタ プリウス 落札
2645 2015.10 愛知県 ＶＷ アップ 落札
2646 2015.10 広島県 ダイハツ ハイゼット 落札
2647 2015.10 大阪府 ＢＭＷ ３２０ｉ 落札
2648 2015.10 東京都 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
2649 2015.10 青森県 三菱 コルトプラス 落札
2650 2015.10 神奈川県 トヨタ タウンエースＴ 落札
2651 2015.10 栃木県 ホンダ ステップワゴン 落札
2652 2015.10 山形県 ＶＷ トゥアレグ 落札
2653 2015.10 秋田県 ＢＭＷ ミニ 落札
2654 2015.10 群馬県 トヨタ エスティマ 落札
2655 2015.10 神奈川県 トヨタ ウィッシュ 落札
2656 2015.10 宮城県 スバル ディアス 落札
2657 2015.10 埼玉県 トヨタ クラウン 落札
2658 2015.10 福島県 ＢＭＷ ５２５ｉ 落札
2659 2015.10 愛知県 マツダ ロードスター 落札
2660 2015.10 東京都 ベンツ ５６０ＳＬ 出品
2661 2015.10 千葉県 スバル レガシィＢ４ 出品
2662 2015.10 熊本県 トヨタ ヴォクシー 出品
2663 2015.10 秋田県 ホンダ ライフ 出品
2664 2015.10 新潟県 スバル インプレッサ 出品
2665 2015.11 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 出品
2666 2015.11 栃木県 トヨタ ヴィッツ 出品
2667 2015.11 北海道 トヨタ ヴェルファイア 落札
2668 2015.11 東京都 ＢＭＷ Ｘ１ 落札
2669 2015.11 東京都 日産 キャラバン 落札
2670 2015.11 千葉県 ダイハツ ハイゼット 落札
2671 2015.11 東京都 レクサス ＧＳ４５０ｈ 落札
2672 2015.11 千葉県 スバル ＷＲＸ 出品
2673 2015.11 埼玉県 日産 エクストレイル 出品
2674 2015.11 東京都 トヨタ ランクル１００ 出品
2675 2015.11 大阪府 ベンツ Ｂ１８０ 出品
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2676 2015.11 千葉県 マツダ アクセラＨＶ 出品
2677 2015.11 神奈川県 いすず エルフ 出品
2678 2015.11 東京都 ＢＭＷ Ｘ１ 出品
2679 2015.11 千葉県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
2680 2015.11 埼玉県 スズキ ワゴンＲ 出品
2681 2015.11 愛知県 日産 フーガ 出品
2682 2015.11 北海道 ＶＷ ニュービートル 落札
2683 2015.11 大阪府 クライスラー ジープパトリオット 落札
2684 2015.11 青森県 ダイハツ ウェイク 落札
2685 2015.11 大阪府 日産 エクストレイル 出品
2686 2015.12 栃木県 トヨタ エスティマ 落札
2687 2015.12 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 落札
2688 2015.12 神奈川県 トヨタ エスティマ 落札
2689 2015.12 神奈川県 ベンツ Ｅ３５０ワゴン 落札
2690 2015.12 東京都 ホンダ フィットシャトルＨＶ 落札
2691 2015.12 兵庫県 トヨタ ﾌﾟﾘｳｽｱﾙﾌｧ 落札
2692 2015.12 愛知県 ＧＭ ｷｬﾃﾞﾗｯｸＣＴＳ 落札
2693 2015.12 東京都 トヨタ エスティマ 出品
2694 2015.12 千葉県 トヨタ ハイエースＶ 出品
2695 2015.12 神奈川県 ＢＭＷ １３５ｉ 出品
2696 2015.12 宮城県 トヨタ エスティマ 出品
2697 2015.12 神奈川県 ＢＭＷ ３２５ｉ 出品
2698 2015.12 新潟県 スバル インプレッサ 出品
2699 2015.12 東京都 ＢＭＷ １１６ｉ 落札
2700 2015.12 新潟県 トヨタ セルシオ 出品
2701 2016.01 栃木県 スズキ エスクード 落札
2702 2016.01 愛知県 ダイハツ ミラジーノ 落札
2703 2016.01 愛知県 日産 リーフ 落札
2704 2016.01 長野県 ホンダ インスパイア 落札
2705 2016.01 茨城県 スバル プレオ 落札
2706 2016.01 神奈川県 プジョー 207 落札
2707 2016.01 東京都 トヨタ クラウン 出品
2708 2016.01 千葉県 トヨタ マーク２ 出品
2709 2016.01 東京都 ポルシェ 911 出品
2710 2016.01 栃木県 日産 スカイライン 出品
2711 2016.01 神奈川県 ダイハツ アトレーＷ 落札
2712 2016.01 神奈川県 アウディ Ａ４アバント 出品
2713 2016.01 東京都 日産 スカイライン 出品
2714 2016.01 東京都 日産 ＧＴＲ 出品
2715 2016.01 茨城県 ホンダ フィット 出品
2716 2016.01 栃木県 シボレー コルベット 出品
2717 2016.01 栃木県 スバル ステラ 出品
2718 2016.01 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 出品
2719 2016.01 栃木県 ベンツ Ｃ２３０ 落札
2720 2016.01 愛知県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
2721 2016.01 千葉県 スズキ エブリィ 落札
2722 2016.01 栃木県 スバル ＷＲＸ 落札
2723 2016.02 宮城県 ホンダ フィット 落札
2724 2016.02 宮城県 スズキ ハスラー 落札
2725 2016.02 東京都 三菱 ＥＫワゴン 落札
2726 2016.02 沖縄県 ＢＭＷ ミニ 落札
2727 2016.02 群馬県 日産 マーチ 出品
2728 2016.02 東京都 日産 エクストレイル 出品
2729 2016.02 愛知県 トヨタ マークＸ 出品
2730 2016.02 愛知県 ＧＭ サバーバン 出品
2731 2016.02 岐阜県 トヨタ ヴェルファイア 出品
2732 2016.02 栃木県 アウディ ＴＴクーペ 落札
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2733 2016.02 福岡県 ホンダ フィットＨＶ 落札
2734 2016.02 山形県 トヨタ ハリアーＨＶ 落札
2735 2016.02 茨城県 トヨタ ヴォクシー 落札
2736 2016.02 愛知県 フォード フォーカス 落札
2737 2016.02 千葉県 アルファロメオ ミト 落札
2738 2016.02 長崎県 ＢＭＷ ミニ 落札
2739 2016.02 愛知県 ダイハツ ミラジーノ 落札
2740 2016.03 茨城県 日産 ノート 落札
2741 2016.03 北海道 トヨタ ハイエースバン 落札
2742 2016.03 奈良県 トヨタ クラウン 落札
2743 2016.03 山梨県 トヨタ パッソ 落札
2744 2016.03 東京都 日産 ラフェスタ 落札
2745 2016.03 東京都 日産 シルフィ 落札
2746 2016.03 山形県 ホンダ フィットＨＶ 落札
2747 2016.03 埼玉県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
2748 2016.03 埼玉県 ダイハツ ミライース 落札
2749 2016.03 宮城県 トヨタ ランクル１００ 落札
2750 2016.03 愛知県 ＧＭ エスカレード 落札
2751 2016.03 奈良県 ベンツ Ｃ２００ 落札
2752 2016.03 東京都 ベンツ Ｓ５５０ 落札
2753 2016.03 長野県 ＶＷ シロッコ 落札
2754 2016.03 福島県 ポルシェ カイエン 落札
2755 2016.03 大阪府 トヨタ プリウスアルファ 落札
2756 2016.03 東京都 スバル レガシィＷ 出品
2757 2016.03 千葉県 ダイハツ ムーヴ 出品
2758 2016.03 鹿児島県 ＢＭＷ １１６ｉ 出品
2759 2016.03 兵庫県 トヨタ アベンシスＷ 落札
2760 2016.03 大分県 プジョー 207 落札
2761 2016.03 京都府 三菱 ミニキャブＴ 落札
2762 2016.03 埼玉県 三菱 デリカＤ５ 落札
2763 2016.03 奈良県 スズキ アルト 落札
2764 2016.03 神奈川県 日産 キャラバン 落札
2765 2016.03 東京都 トヨタ ライトエースＴ 落札
2766 2016.03 東京都 トヨタ シエンタ 落札
2767 2016.03 福岡県 ベンツ ＭＬ３５０ 出品
2768 2016.03 東京都 スズキ ワゴンＲ 出品
2769 2016.03 東京都 スズキ ワゴンＲ 出品
2770 2016.03 東京都 アウディ アウディＡ６ 出品
2771 2016.04 長野県 フォード クーガ 落札
2772 2016.04 福岡県 トヨタ プリウス 落札
2773 2016.04 愛媛県 日産 ノート 落札
2774 2016.04 北海道 スズキ パレット 落札
2775 2016.04 神奈川県 レクサス ＩＳ３５０ 落札
2776 2016.04 東京都 ベンツ Ｃ２００ＷＧ 落札
2777 2016.04 神奈川県 日産 クリッパーＶ 落札
2778 2016.04 神奈川県 スバル サンバーＶ 落札
2779 2016.04 鹿児島県 スバル インプレッサＸＶ 落札
2780 2016.04 東京都 ベンツ ＣＬＡ 出品
2781 2016.04 埼玉県 トヨタ ハイエースＶ 出品
2782 2016.04 東京都 トヨタ セルシオ 出品
2783 2016.05 神奈川県 ホンダ ＮＢＯＸ 出品
2784 2016.05 山形県 アウディ Ａ４ 落札
2785 2016.05 神奈川県 三菱 ミニキャブミーヴ 落札
2786 2016.05 埼玉県 トヨタ ウィッシュ 落札
2787 2016.05 栃木県 ホンダ ストリーム 落札
2788 2016.05 大阪府 アウディ オールロード 落札
2789 2016.05 大阪府 ベンツ Ｓ６００Ｌ 落札
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2790 2016.05 山形県 ＢＭＷ Ｘ１ 落札
2791 2016.05 東京都 スバル インプレッサ 落札
2792 2016.05 福井県 日産 デュアリス 落札
2793 2016.05 東京都 スバル フォレスター 落札
2794 2016.05 大阪府 ローバー レンジローバー 落札
2795 2016.05 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 落札
2796 2016.05 東京都 ローバー ランドローバー 落札
2797 2016.05 福島県 ＢＭＷ ５２５ｉツーリング 出品
2798 2016.05 愛知県 スズキ ワゴンＲ 出品
2799 2016.05 福岡県 ＶＷ ゴルフ 出品
2800 2016.05 東京都 トヨタ ハイエース 出品
2801 2016.05 群馬県 ＢＭＷ Ｍ３ 出品
2802 2016.05 神奈川県 トヨタ タウンエースＴ 出品
2803 2016.06 東京都 三菱 パジェロ 出品
2804 2016.06 大阪府 ランチア テーマワゴン 落札
2805 2016.06 千葉県 トヨタ プラド 落札
2806 2016.06 埼玉県 ホンダ フリード 落札
2807 2016.06 愛知県 トヨタ ランドクルーザー 落札
2808 2016.06 新潟県 スバル インプレッサ 落札
2809 2016.06 東京都 ボルボ Ｖ４０ 落札
2810 2016.06 神奈川県 日産 ラフェスタ 落札
2811 2016.06 岡山県 日産 フーガ 落札
2812 2016.06 茨城県 ＶＷ ポロ 落札
2813 2016.06 兵庫県 ＶＷ ゴルフ 落札
2814 2016.06 新潟県 スバル フォレスター 落札
2815 2016.06 宮城県 トヨタ ウィンダム 出品
2816 2016.06 神奈川県 マツダ ＭＰＶ 出品
2817 2016.06 山梨県 スバル インプレッサ 出品
2818 2016.06 東京都 ホンダ シビック 出品
2819 2016.06 東京都 スバル アウトバック 出品
2820 2016.06 埼玉県 アウディ Ａ７ 出品
2821 2016.06 東京都 ＢＭＷ ５３５ｉ 出品
2822 2016.07 熊本県 日産 エクストレイル 出品
2823 2016.07 埼玉県 ホンダ レジェンド 出品
2824 2016.07 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
2825 2016.07 新潟県 スバル レガシィＢ４ 出品
2826 2016.07 東京都 ＢＭＷ ３３５iクーペ 落札
2827 2016.07 北海道 日産 マーチ 落札
2828 2016.07 東京都 ベンツ ＳＬＫ３５０ 落札
2829 2016.07 埼玉県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
2830 2016.07 東京都 日産 セレナ 落札
2831 2016.07 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
2832 2016.07 東京都 日産 フェアレディＺ 出品
2833 2016.07 埼玉県 トヨタ クラウン 出品
2834 2016.07 東京都 三菱 アウトランダー 出品
2835 2016.07 埼玉県 ホンダ Ｎ３６０ 出品
2836 2016.07 広島県 ホンダ アコードツアラー 出品
2837 2016.07 兵庫県 ダイハツ タント 出品
2838 2016.07 新潟県 スバル インプレッサ 出品
2839 2016.07 長野県 トヨタ ハリアー 出品
2840 2016.07 岡山県 三菱 アウトランダー 落札
2841 2016.07 茨城県 ＢＭＷ ５３５ｉ 落札
2842 2016.07 広島県 マツダ アクセラスポーツ 落札
2843 2016.07 神奈川県 スバル エクシーガ 落札
2844 2016.07 鹿児島県 トヨタ アルファードＨＶ 落札
2845 2016.07 千葉県 ダイハツ ミラ 落札
2846 2016.08 大阪府 ＢＭＷ ７６０Ｌｉ 落札
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2847 2016.08 岡山県 トヨタ プリウス 落札
2848 2016.08 宮城県 ＶＷ パサート 落札
2849 2016.08 高知県 トヨタ エスティマ 落札
2850 2016.08 千葉県 スズキ エブリィ 落札
2851 2016.08 北海道 三菱 パジェロ 落札
2852 2016.08 東京都 トヨタ ノア 落札
2853 2016.08 鹿児島県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 出品
2854 2016.08 東京都 トヨタ デュエット 落札
2855 2016.08 岡山県 トヨタ ヴァンガード 落札
2856 2016.08 宮城県 トヨタ プリウス 落札
2857 2016.08 山形県 スズキ ソリオバンディッド 落札
2858 2016.08 宮城県 日産 スカイライン 落札
2859 2016.08 福島県 マツダ ベリーサ 落札
2860 2016.08 神奈川県 トヨタ ウィッシュ 出品
2861 2016.08 神奈川県 マツダ デミオ 出品
2862 2016.08 岡山県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 出品
2863 2016.09 福岡県 スバル レヴォーグ 落札
2864 2016.09 千葉県 ＢＭＷ ５２３Ｄ 落札
2865 2016.09 大阪府 日産 セレナ 落札
2866 2016.09 大阪府 スズキ ワゴンＲ 落札
2867 2016.09 神奈川県 ベンツ Ａ１７０ 出品
2868 2016.09 福島県 マツダ デミオ 出品
2869 2016.09 栃木県 トヨタ エスティマ 出品
2870 2016.09 愛知県 日産 エクストレイル 出品
2871 2016.09 奈良県 トヨタ ハリアー 出品
2872 2016.09 大阪府 トヨタ ヴィッツ 出品
2873 2016.09 兵庫県 ベンツ Ｅ３５０ワゴン 落札
2874 2016.09 静岡県 プジョー 407 落札
2875 2016.09 山形県 トヨタ クラウン 落札
2876 2016.09 山形県 ホンダ フィット 落札
2877 2016.09 宮城県 トヨタ サクシード 落札
2878 2016.09 埼玉県 トヨタ プリウス 落札
2879 2016.09 大阪府 ＢＭＷ Ｍ１３５i 落札
2880 2016.09 愛知県 ＶＷ パサート 落札
2881 2016.09 栃木県 ホンダ エリシオン 落札
2882 2016.09 千葉県 トヨタ クラウン 落札
2883 2016.09 神奈川県 日産 サニー 落札
2884 2016.09 千葉県 トヨタ アルファード 出品
2885 2016.10 愛知県 ホンダ フリード 出品
2886 2016.10 千葉県 トヨタ ヴォクシー 出品
2887 2016.10 大阪府 ＶＷ ゴルフ 出品
2888 2016.10 北海道 ＢＭＷ ３３５i 出品
2889 2016.10 千葉県 スズキ エブリィ 出品
2890 2016.10 千葉県 スバル ＷＲＸＳ４ 出品
2891 2016.10 兵庫県 ＢＭＷ ３３５i 出品
2892 2016.10 千葉県 ホンダ ストリーム 落札
2893 2016.10 兵庫県 ベンツ ＣＬＳ３５０ＢＥ 落札
2894 2016.10 静岡県 ＭＣＣ スマート 落札
2895 2016.10 兵庫県 レクサス ＧＳ３００ｈ 落札
2896 2016.10 山形県 ホンダ フィットＨＶ 落札
2897 2016.10 埼玉県 日産 ラフェスタ 出品
2898 2016.11 愛知県 ＧＭ ｷｬﾃﾞﾗｯｸＳＴＳ 落札
2899 2016.11 兵庫県 ＶＷ ザ・ビートル 出品
2900 2016.11 岩手県 フィアット 500 落札
2901 2016.11 千葉県 ＶＷ シャラン 落札
2902 2016.11 兵庫県 ホンダ ライフ 落札
2903 2016.12 大分県 ホンダ フリード 落札
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2904 2016.12 茨城県 マツダ アクセラスポーツ 落札
2905 2016.12 東京都 ホンダ ステップワゴン 落札
2906 2016.12 長野県 アウディ Ａ６オールロード 落札
2907 2016.12 秋田県 スバル レガシィ 落札
2908 2016.12 沖縄県 ＢＭＷ アルピナＤ５ 落札
2909 2016.12 千葉県 ベンツ Ｓ６００Ｌ 出品
2910 2016.12 千葉県 スズキ エブリィ 出品
2911 2016.12 京都府 ＢＭＷ ５２５ｉツーリング 落札
2912 2016.12 大分県 プジョー 207 落札
2913 2016.12 大阪府 マツダ ベリーサ 落札
2914 2016.12 大阪府 トヨタ シエンタ 落札
2915 2016.12 大阪府 ベンツ Ｅ３５０ 落札
2916 2016.12 東京都 ホンダ フリード 出品
2917 2016.12 千葉県 トヨタ クラウン 出品
2918 2016.12 広島県 マツダ アクセラ 出品
2919 2016.12 熊本県 日産 エクストレイル 出品
2920 2016.12 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
2921 2017.01 大分県 ホンダ インサイト 出品
2922 2017.01 広島県 スバル レガシィＢ４ 出品
2923 2017.01 兵庫県 トヨタ プリウス 出品
2924 2017.01 大阪府 ホンダ フィットシャトルＨＶ 出品
2925 2017.01 千葉県 ＢＭＷ ３２０ｉ 個人売買
2926 2017.01 千葉県 トヨタ ヴィッツ 落札
2927 2017.01 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉ 個人売買
2928 2017.01 兵庫県 トヨタ プリウスＰＨＶ 落札
2929 2017.01 愛知県 日産 エルグランド 落札
2930 2017.01 埼玉県 トヨタ ウィッシュ 落札
2931 2017.01 神奈川県 ダイハツ ハイゼットカーゴ 落札
2932 2017.01 山形県 ホンダ フィット 落札
2933 2017.01 兵庫県 ＢＭＷ ミニ 落札
2934 2017.01 兵庫県 トヨタ ノア 落札
2935 2017.01 長野県 アウディ S1 落札
2936 2017.01 神奈川県 トヨタ シエンタ 落札
2937 2017.01 東京都 スバル アウトバック 落札
2938 2017.01 大阪府 日産 ティーダ 落札
2939 2017.01 神奈川県 日産 リーフ 出品
2940 2017.01 東京都 ＢＭＷ ５２５ｉ 出品
2941 2017.01 神奈川県 トヨタ プラド 出品
2942 2017.02 東京都 トヨタ サーフ 出品
2943 2017.02 千葉県 ベンツ Ａ１８０ 落札
2944 2017.02 北海道 ホンダ Ｎ－ＷＧＮ 落札
2945 2017.02 埼玉県 トヨタ ベルタ 出品
2946 2017.02 山形県 トヨタ ハイエース 落札
2947 2017.02 千葉県 スズキ エブリィ 落札
2948 2017.02 東京都 プジョー 207 出品
2949 2017.02 神奈川県 ジャガー ＸＪ 出品
2950 2017.02 愛知県 日産 キャラバン 落札
2951 2017.02 神奈川県 レクサス ＲＣ－Ｆ 落札
2952 2017.02 宮城県 トヨタ プリウスアルファ 落札
2953 2017.02 栃木県 トヨタ ヴォクシー 落札
2954 2017.02 千葉県 マツダ スクラムバン 出品
2955 2017.02 千葉県 トヨタ プレミオ 出品
2956 2017.02 千葉県 ＢＭＷ ５２３Ｄ 出品
2957 2017.02 東京都 マツダ デミオ 出品
2958 2017.02 東京都 日産 ラフェスタ 出品
2959 2017.02 愛知県 シボレー カマロ 出品
2960 2017.02 福岡県 トヨタ ＭＲ－Ｓ 出品
2961 2017.02 千葉県 トヨタ エスティマ 出品
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2962 2017.02 愛知県 ＭＣＣ スマートフォーフォー 落札
2963 2017.02 愛知県 トヨタ ハリアー 出品
2964 2017.03 東京都 トヨタ オーリス 出品
2965 2017.03 福岡県 ダイハツ ミラココア 出品
2966 2017.03 東京都 ＶＷ ゴルフ 出品
2967 2017.03 東京都 トヨタ カローラフィールダー 出品
2968 2017.03 愛知県 スズキ ワゴンＲ 落札
2969 2017.03 宮城県 スバル サンバーＴ 落札
2970 2017.03 愛知県 スズキ スイフト 落札
2971 2017.03 大阪府 日産 キュービック 落札
2972 2017.03 山梨県 ダイハツ ムーヴコンテ 落札
2973 2017.03 宮城県 日産 エクストレイル 落札
2974 2017.03 東京都 トヨタ プリウスアルファ 落札
2975 2017.03 東京都 ベンツ Ｅ３５０Ｔ 落札
2976 2017.03 北海道 日産 マーチ 落札
2977 2017.03 大阪府 日産 リーフ 落札
2978 2017.03 新潟県 三菱 ミニキャブトラック 落札
2979 2017.03 岡山県 三菱 パジェロミニ 落札
2980 2017.03 千葉県 ベンツ Ａ１８０ 出品
2981 2017.03 千葉県 ベンツ Ａ２００ 出品
2982 2017.03 埼玉県 トヨタ プレミオ 出品
2983 2017.03 滋賀県 日産 スカイライン 出品
2984 2017.03 千葉県 ＢＭＷ ５２３ｉツーリング 出品
2985 2017.03 滋賀県 レクサス ＣＴ 出品
2986 2017.03 宮城県 日産 スカイライン 出品
2987 2017.04 神奈川県 スズキ アルトエコ 落札
2988 2017.04 秋田県 ダイハツ ハイゼットＴ 落札
2989 2017.04 埼玉県 スバル ディアスワゴン 落札
2990 2017.04 千葉県 ダイハツ ブーンルミナス 落札
2991 2017.04 鹿児島県 レクサス ＧＳ３００ｈ 落札
2992 2017.04 千葉県 レクサス ＲＸ４５０ｈ 落札
2993 2017.04 宮城県 三菱 ギャランシグマ 落札
2994 2017.04 宮城県 トヨタ アクア 落札
2995 2017.04 山形県 アウディ Ａ４ 落札
2996 2017.04 岐阜県 ダイハツ タント 出品
2997 2017.04 千葉県 トヨタ ハイエースバン 出品
2998 2017.04 北海道 トヨタ ＲＡＶ４ 出品
2999 2017.04 福島県 ＶＷ トゥアレグ 出品
3000 2017.04 千葉県 レクサス ＣＴ 出品
3001 2017.04 大阪府 ベンツ ＣＬＫ３２０ 出品
3002 2017.04 千葉県 ボルボ Ｓ６０ 出品
3003 2017.04 東京都 ＢＭＷ ７５０ｉ 出品
3004 2017.04 鹿児島県 ベンツ Ｃ２５０ワゴン 出品
3005 2017.04 神奈川県 日産 セレナ 落札
3006 2017.04 兵庫県 ベンツ Ｇ３５０ 出品
3007 2017.04 群馬県 三菱 パジェロミニ 落札
3008 2017.05 東京都 トヨタ ヴェルファイア 出品
3009 2017.05 神奈川県 ホンダ フィットシャトルＨＶ 出品
3010 2017.05 千葉県 三菱 アウトランダー 出品
3011 2017.05 愛知県 マツダ ロードスター 出品
3012 2017.05 三重県 ダイハツ タント 落札
3013 2017.05 千葉県 ホンダ フィットシャトルＨＶ 落札
3014 2017.05 愛知県 トヨタ ヴィッツ 落札
3015 2017.05 北海道 アウディ Ａ８ 落札
3016 2017.05 埼玉県 マツダ デミオ 落札
3017 2017.05 埼玉県 ホンダ フィット 出品
3018 2017.05 沖縄県 トヨタ プリウス 落札
3019 2017.05 神奈川県 ＢＭＷ １１８Ｄ 落札
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3020 2017.05 神奈川県 ＢＭＷ ミニ 落札
3021 2017.05 東京都 ベンツ Ｅ２５０ワゴン 落札
3022 2017.05 北海道 トヨタ ハリアー 落札
3023 2017.05 長野県 トヨタ ＳＡＩ 落札
3024 2017.05 神奈川県 日産 ノート 落札
3025 2017.05 宮城県 ポルシェ カイエン 出品
3026 2017.05 千葉県 アウディ ＴＴクーペ 出品
3027 2017.05 静岡県 スバル フォレスター 出品
3028 2017.06 広島県 ＢＭＷ ５４０ｉ 出品
3029 2017.06 東京都 ベンツ Ｅ２８０ワゴン 出品
3030 2017.06 千葉県 日産 セレナ 出品
3031 2017.06 千葉県 日産 セレナ 落札
3032 2017.06 沖縄県 マツダ キャロル 落札
3033 2017.06 神奈川県 ホンダ フィット 落札
3034 2017.06 静岡県 ホンダ グレイス 落札
3035 2017.06 愛知県 クライスラー ３００Ｃ 落札
3036 2017.06 東京都 フィアット 500 落札
3037 2017.06 茨城県 トヨタ ﾁｪｲｻｰ 出品
3038 2017.06 兵庫県 スバル エクシーガ 落札
3039 2017.06 沖縄県 マツダ ＣＸ３ 落札
3040 2017.06 神奈川県 日産 キューブ 出品
3041 2017.06 静岡県 トヨタ アクシオ 出品
3042 2017.06 東京都 日産 ＧＴ－Ｒ 出品
3043 2017.06 埼玉県 ベンツ Ｅ３００ 出品
3044 2017.06 北海道 日産 エルグランド 出品
3045 2017.07 兵庫県 スバル トラヴィック 出品
3046 2017.07 長野県 トヨタ プレミオ 出品
3047 2017.07 東京都 トヨタ アルファード 出品
3048 2017.07 長野県 スバル プレオ 落札
3049 2017.07 千葉県 日産 スカイライン 落札
3050 2017.07 東京都 トヨタ ハイエースバン 落札
3051 2017.07 千葉県 シトロエン Ｃ４ピカソ 落札
3052 2017.07 長野県 アウディ Ａ６アバント 落札
3053 2017.07 千葉県 スバル フォレスター 出品
3054 2017.07 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3055 2017.07 福井県 トヨタ プリウス 出品
3056 2017.07 千葉県 マツダ アテンザワゴン 出品
3057 2017.07 宮城県 スズキ エブリィ 出品
3058 2017.08 千葉県 日産 リーフ 出品
3059 2017.08 兵庫県 三菱 パジェロミニ 落札
3060 2017.08 千葉県 日産 ステージア 落札
3061 2017.08 秋田県 日産 ティアナ 落札
3062 2017.08 埼玉県 日産 スカイライン 出品
3063 2017.08 長野県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3064 2017.08 富山県 トヨタ アクア 出品
3065 2017.08 奈良県 スズキ キャスト 落札
3066 2017.08 沖縄県 マツダ デミオ 落札
3067 2017.08 北海道 ダイハツ コペン 落札
3068 2017.08 兵庫県 ポルシェ 911 出品
3069 2017.08 東京都 レクサス ＬＳ４６０ 出品
3070 2017.08 愛知県 トヨタ プリウス 落札
3071 2017.08 宮城県 ベンツ Ｓ４００ 落札
3072 2017.09 愛知県 トヨタ ポルテ 落札
3073 2017.09 京都府 トヨタ プリウス 落札
3074 2017.09 北海道 ボルボ ＸＣ７０ 落札
3075 2017.09 北海道 ダイハツ エッセ 落札
3076 2017.09 沖縄県 スズキ エブリィ 落札
3077 2017.09 長野県 ダイハツ ハイゼットＴ 出品
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3078 2017.09 東京都 トヨタ レジアスエース 落札
3079 2017.09 北海道 アウディ Ａ３ 落札
3080 2017.09 神奈川県 ＢＭＷ ミニクラブマン 出品
3081 2017.09 新潟県 ダイハツ アトレーＷ 出品
3082 2017.09 神奈川県 マツダ アクセラ 出品
3083 2017.09 北海道 スズキ エブリィ 出品
3084 2017.09 群馬県 ベンツ Ｅ２５０ワゴン 出品
3085 2017.09 東京都 ボルボ Ｖ４０ 出品
3086 2017.09 宮城県 ＢＭＷ ７４０ｉ 出品
3087 2017.09 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3088 2017.09 埼玉県 日産 キューブ 出品
3089 2017.10 北海道 三菱 アウトランダー 出品
3090 2017.10 東京都 日産 セレナ 出品
3091 2017.10 東京都 トヨタ シエンタ 落札
3092 2017.10 埼玉県 ＢＭＷ １１８ｉ 落札
3093 2017.10 宮城県 ホンダ ステップワゴン 落札
3094 2017.10 埼玉県 ＢＭＷ Ｘ５ 落札
3095 2017.10 千葉県 スズキ エブリィ 出品
3096 2017.10 埼玉県 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
3097 2017.10 愛知県 日産 デイズルークス 落札
3098 2017.11 北海道 日産 エクストレイル 落札
3099 2017.11 千葉県 スズキ スペーシア 落札
3100 2017.11 栃木県 ホンダ ジェイド 落札
3101 2017.11 千葉県 トヨタ タウンエースＴ 落札
3102 2017.11 神奈川県 ダイハツ タントカスタム 落札
3103 2017.11 長野県 ボルボ Ｓ６０ 落札
3104 2017.11 東京都 ベンツ Ｃ２００ 落札
3105 2017.11 兵庫県 トヨタ ハリアー 落札
3106 2017.11 千葉県 ホンダ フリード 落札
3107 2017.11 大阪府 ベンツ Ｅ２５０ワゴン 落札
3108 2017.11 兵庫県 ダイハツ ムーヴ 落札
3109 2017.11 東京都 マツダ デミオ 落札
3110 2017.11 東京都 ベンツ ＧＬＡ１８０ 落札
3111 2017.11 千葉県 トヨタ サクシード 出品
3112 2017.11 神奈川県 スバル フォレスター 出品
3113 2017.11 千葉県 トヨタ ランクル１００ 出品
3114 2017.11 千葉県 ＢＭＷ ３１８ｉツーリング 出品
3115 2017.12 広島県 スバル レガシィ 出品
3116 2017.12 熊本県 トヨタ ヴィッツ 出品
3117 2017.12 神奈川県 日産 フェアレディＺ 落札
3118 2017.12 京都府 スバル インプレッサ 落札
3119 2017.12 神奈川県 トヨタ シエンタ 落札
3120 2017.12 広島県 トヨタ プロボックス 落札
3121 2017.12 群馬県 ダイハツ タント 落札
3122 2017.12 埼玉県 日産 フーガ 出品
3123 2017.12 埼玉県 日産 フーガ 出品
3124 2017.12 東京都 アウディ Ａ５ 出品
3125 2017.12 千葉県 日産 スカイライン 出品
3126 2017.12 神奈川県 ダイハツ コペン 出品
3127 2017.12 千葉県 トヨタ アクア 落札
3128 2017.12 大阪府 ベンツ Ｓ５５０Ｌ 落札
3129 2017.12 東京都 トヨタ ヴィッツ 落札
3130 2017.12 千葉県 ホンダ ステップワゴン 落札
3131 2017.12 東京都 ホンダ フリードスパイク 落札
3132 2017.12 茨城県 ＶＷ ゴルフ 落札
3133 2018.01 埼玉県 日産 シルビア 落札
3134 2018.01 東京都 トヨタ アクア 出品
3135 2018.01 大阪府 ベンツ Ｓ６００ 落札
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3136 2018.01 東京都 三菱 アウトランダー 落札
3137 2018.01 大阪府 ポルシェ ボクスター 落札
3138 2018.01 埼玉県 ホンダ エリシオン 落札
3139 2018.01 千葉県 プジョー ＲＣＺ 落札
3140 2018.01 東京都 ＢＭＷ ５２８ｉツーリング 落札
3141 2018.01 千葉県 ホンダ ＮＢＯＸ 落札
3142 2018.01 大阪府 ベンツ Ｓ５００ 出品
3143 2018.01 東京都 マツダ フレアクロスオーバー 出品
3144 2018.02 千葉県 スバル サンバーＴ 出品
3145 2018.02 神奈川県 ベンツ Ｂ１８０ 出品
3146 2018.02 大阪府 ベンツ Ｅ３５０ 出品
3147 2018.02 熊本県 ダイハツ アトレーＷ 出品
3148 2018.02 千葉県 ホンダ フリード 落札
3149 2018.02 千葉県 レクサス ＬＳ４６０ 落札
3150 2018.02 福島県 トヨタ レジアスエースバン 落札
3151 2018.02 愛媛県 トヨタ ヴィッツ 落札
3152 2018.02 愛媛県 トヨタ ヴィッツ 落札
3153 2018.02 愛媛県 トヨタ パッソ 落札
3154 2018.02 愛媛県 トヨタ アルファード 落札
3155 2018.02 兵庫県 ＶＷ ポロ 落札
3156 2018.02 大阪府 スバル トレジア 落札
3157 2018.02 愛知県 ベンツ Ｓ３５０ 落札
3158 2018.02 千葉県 マツダ デミオ 落札
3159 2018.02 神奈川県 ベンツ Ｃ２００ 落札
3160 2018.02 北海道 トヨタ ウィッシュ 落札
3161 2018.03 新潟県 日産 モコ 落札
3162 2018.03 北海道 トヨタ サクシード 落札
3163 2018.03 埼玉県 スバル レガシィワゴン 落札
3164 2018.03 宮城県 日産 グロリア 落札
3165 2018.03 富山県 ダイハツ ムーヴ 落札
3166 2018.03 愛知県 ダイハツ ムーヴ 落札
3167 2018.03 宮城県 トヨタ プリウス 落札
3168 2018.03 北海道 トヨタ エスティマ 出品
3169 2018.03 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3170 2018.03 千葉県 日産 セレナ 出品
3171 2018.03 沖縄県 ランドローバー レンジローバー 落札
3172 2018.03 鹿児島県 マツダ アテンザ 落札
3173 2018.03 愛知県 ベンツ Ｅ２８０ワゴン 落札
3174 2018.03 大阪府 トヨタ マーク２ 出品
3175 2018.03 東京都 ベンツ Ｓ４００ＨＶ 出品
3176 2018.03 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3177 2018.03 千葉県 ホンダ フィット 出品
3178 2018.03 東京都 トヨタ アルファード 出品
3179 2018.03 千葉県 ダイハツ タント 出品
3180 2018.03 栃木県 アウディ Ａ１ 出品
3181 2018.03 宮城県 ベンツ Ｓ５００ 出品
3182 2018.03 兵庫県 ＢＭＷ ４３５ｉ 出品
3183 2018.03 東京都 ホンダ ゼスト 落札
3184 2018.04 兵庫県 ベンツ ＡＭＧ　Ｅ４３ 落札
3185 2018.04 東京都 ＶＷ アップ 落札
3186 2018.04 東京都 スズキ エブリィ 落札
3187 2018.04 神奈川県 日産 バネット 落札
3188 2018.04 東京都 日産 ＮＶバネット 落札
3189 2018.04 愛媛県 トヨタ ヴィッツ 落札
3190 2018.04 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 落札
3191 2018.04 茨城県 マツダ アテンザワゴン 落札
3192 2018.04 東京都 トヨタ ハイエースバン 落札
3193 2018.04 千葉県 トヨタ ハリアー 落札
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3194 2018.04 千葉県 トヨタ アクア 落札
3195 2018.04 新潟県 トヨタ ハイエースバン 落札
3196 2018.04 宮城県 トヨタ プリウス 出品
3197 2018.04 千葉県 ホンダ フリード 出品
3198 2018.04 愛知県 ホンダ ＮＢＯＸ 出品
3199 2018.04 兵庫県 レクサス ＧＳ 出品
3200 2018.04 千葉県 レクサス ＬＳ６００ｈ 出品
3201 2018.04 東京都 マツダ ＣＸ－５ 出品
3202 2018.04 長野県 スバル アウトバック 落札
3203 2018.04 愛媛県 トヨタ パッソ 落札
3204 2018.04 東京都 トヨタ サーフ 落札
3205 2018.04 愛知県 ＢＭＷ アクティブＨＶ７ 落札
3206 2018.05 三重県 トヨタ クラウン 落札
3207 2018.05 神奈川県 マセラティ カンビオコルサ 落札
3208 2018.05 栃木県 ベンツ ＭＬ 落札
3209 2018.05 岡山県 ダイハツ ムーヴ 落札
3210 2018.05 東京都 トヨタ ハリアー 落札
3211 2018.05 東京都 ベンツ ＧＬＡ 出品
3212 2018.05 長野県 スバル インプレッサ 出品
3213 2018.05 宮崎県 日産 デイズ 出品
3214 2018.05 東京都 トヨタ タウンエースノア 出品
3215 2018.05 長野県 スバル アウトバック 出品
3216 2018.05 東京都 日産 フェアレディＺ 出品
3217 2018.05 北海道 ダイハツ ムーヴ 出品
3218 2018.05 神奈川県 トヨタ シエンタ 出品
3219 2018.05 千葉県 三菱 ランサー 落札
3220 2018.05 長野県 ホンダ レジェンド 落札
3221 2018.05 岡山県 ダイハツ ハイゼットＴ 落札
3222 2018.05 茨城県 ホンダ ＣＲ－Ｚ 落札
3223 2018.05 大阪府 スバル レガシィワゴン 落札
3224 2018.05 栃木県 ホンダ ジェイド 出品
3225 2018.05 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3226 2018.06 北海道 トヨタ アルファード 落札
3227 2018.06 東京都 スズキ ソリオ 落札
3228 2018.06 茨城県 トヨタ アクア 落札
3229 2018.06 茨城県 アウディ Ａ４アバント 落札
3230 2018.06 宮城県 ＶＷ トゥアレグ 出品
3231 2018.06 兵庫県 三菱 デリカスペースギア 出品
3232 2018.06 宮崎県 トヨタ クルーガー 出品
3233 2018.06 東京都 日産 キャラバン 出品
3234 2018.06 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3235 2018.06 宮崎県 マツダ タイタン 出品
3236 2018.06 神奈川県 レクサス ＩＳ３５０ 出品
3237 2018.06 大阪府 ベンツ Ｃ２５０ワゴン 落札
3238 2018.06 山形県 ＢＭＷ ２２０ｉ 落札
3239 2018.06 神奈川県 日産 キューブ 落札
3240 2018.06 千葉県 ポルシェ パナメーラ 出品
3241 2018.06 千葉県 トヨタ ＦＪクルーザー 出品
3242 2018.06 広島県 レクサス ＬＳ 出品
3243 2018.06 広島県 日産 シーマ 出品
3244 2018.07 千葉県 トヨタ マーク２ 落札
3245 2018.07 宮城県 トヨタ ランクル８０ 落札
3246 2018.07 千葉県 ダイハツ ミライース 落札
3247 2018.07 大阪府 スバル インプレッサ 出品
3248 2018.07 神奈川県 レクサス ＲＣ－Ｆ 出品
3249 2018.07 富山県 トヨタ ハイエースバン 出品
3250 2018.07 富山県 トヨタ レジアスエースバン 出品
3251 2018.07 東京都 トヨタ イプサム 出品
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3252 2018.07 福岡県 マツダ ビアンテ 出品
3253 2018.07 千葉県 ＢＭＷ １１８ｉ 出品
3254 2018.07 埼玉県 スバル トラヴィック 出品
3255 2018.07 千葉県 レクサス ＧＳ 出品
3256 2018.07 栃木県 ベンツ Ｅ２５０ワゴン 出品
3257 2018.07 千葉県 日産 ＮＶ３５０ 出品
3258 2018.07 福岡県 フィアット 500 落札
3259 2018.07 愛知県 シトロエン Ｃ３ 落札
3260 2018.07 栃木県 日産 キャラバン 落札
3261 2018.07 北海道 スズキ ジムニー 落札
3262 2018.07 宮城県 日産 セドリック 落札
3263 2018.08 滋賀県 ＶＷ ゴルフ 落札
3264 2018.08 埼玉県 マツダ ＣＸ－３ 落札
3265 2018.08 北海道 トヨタ ヴォクシー 落札
3266 2018.08 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 落札
3267 2018.08 大阪府 ボルボ Ｖ６０ 落札
3268 2018.08 千葉県 スズキ ソリオ 落札
3269 2018.08 鹿児島県 三菱 パジェロミニ 落札
3270 2018.08 岡山県 マツダ アテンザ 落札
3271 2018.08 北海道 スズキ スプラッシュ 落札
3272 2018.08 鹿児島県 マツダ デミオ 落札
3273 2018.08 東京都 マツダ デミオ 落札
3274 2018.08 東京都 アウディ Ａ３ 落札
3275 2018.08 千葉県 ホンダ シャトルＨＶ 落札
3276 2018.08 兵庫県 トヨタ ランクル 出品
3277 2018.08 千葉県 スバル インプレッサＸＶ 出品
3278 2018.08 東京都 ＢＭＷ ３２０ｉツーリング 出品
3279 2018.08 東京都 ベンツ Ｇ３５０ｄ 出品
3280 2018.08 長野県 トヨタ アルファード 出品
3281 2018.08 宮城県 トヨタ ＳＡＩ 出品
3282 2018.08 長野県 ＢＭＷ Ｘ５ 落札
3283 2018.08 東京都 日産 ＮＶ２００ 落札
3284 2018.08 栃木県 ＢＭＷ ３２０Ｄツーリング 出品
3285 2018.09 三重県 ダイハツ ミライース 落札
3286 2018.09 静岡県 日産 キャラバン 落札
3287 2018.09 福岡県 アルファロメオ ジュリエッタ 落札
3288 2018.09 東京都 ボルボ Ｖ６０ 落札
3289 2018.09 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3290 2018.09 山梨県 スズキ ワゴンＲ 出品
3291 2018.09 千葉県 トヨタ エスティマ 出品
3292 2018.09 長野県 スバル レガシィＢ４ 出品
3293 2018.09 千葉県 スバル レガシィワゴン 出品
3294 2018.09 兵庫県 マセラティ クワトロポルテ 落札
3295 2018.09 兵庫県 ホンダ オデッセイ 落札
3296 2018.09 茨城県 マツダ デミオ 落札
3297 2018.09 栃木県 トヨタ 86 落札
3298 2018.09 兵庫県 ＢＭＷ ４３５ｉ 落札
3299 2018.09 大阪府 トヨタ ハイエースバン 出品
3300 2018.09 東京都 ＶＷ ポロ 出品
3301 2018.09 長野県 トヨタ ハリアー 出品
3302 2018.10 愛知県 トヨタ ハリアー 落札
3303 2018.10 千葉県 ホンダ アクティＴ 落札
3304 2018.10 兵庫県 ベンツ Ｓ６３ＡＭＧ 落札
3305 2018.10 北海道 マツダ ＲＸ８ 落札
3306 2018.10 長野県 スズキ スイフト 落札
3307 2018.10 熊本県 ダイハツ ムーヴコンテ 出品
3308 2018.10 東京都 ベンツ Ｓ５５０ 出品
3309 2018.10 東京都 スズキ ソリオ 出品
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3310 2018.10 栃木県 ポルシェ カイエン 出品
3311 2018.10 兵庫県 ＢＭＷ ３３５ｉ 出品
3312 2018.10 東京都 フィアット ニューパンダ 出品
3313 2018.10 栃木県 ＶＷ ｺﾞﾙﾌｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 落札
3314 2018.10 北海道 スズキ キャリィトラック 落札
3315 2018.10 神奈川県 ベンツ Ｅ４００ワゴン 落札
3316 2018.10 千葉県 スバル サンバーバン 出品
3317 2018.11 神奈川県 スバル プレオ 落札
3318 2018.11 栃木県 日産 エクストレイル 落札
3319 2018.11 宮城県 トヨタ プリウス 落札
3320 2018.11 熊本県 スズキ エブリィ 出品
3321 2018.11 沖縄県 スバル プレオ 落札
3322 2018.11 東京都 ＶＷ ゴルフ 出品
3323 2018.11 神奈川県 レクサス ＬＸ５７０ 出品
3324 2018.11 京都府 三菱 ミニキャブトラック 出品
3325 2018.11 東京都 ＢＭＷ ４３５ｉ 出品
3326 2018.11 埼玉県 ＢＭＷ Ｘ５ 出品
3327 2018.11 茨城県 ＶＷ ｺﾞﾙﾌｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 出品
3328 2018.11 三重県 日産 ルークス 落札
3329 2018.11 広島県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
3330 2018.11 山形県 マツダ デミオ 落札
3331 2018.11 沖縄県 日産 ＮＶ１００ 落札
3332 2018.11 沖縄県 シトロエン グランドＣ４ピカソ 落札
3333 2018.12 岩手県 日産 デイズ 落札
3334 2018.12 長野県 ＶＷ ゴルフ 落札
3335 2018.12 長野県 ダイハツ ハイゼットＴ 落札
3336 2018.12 愛知県 ＧＭＣ ユーコンデナリ 落札
3337 2018.12 兵庫県 ダイハツ ムーヴ 落札
3338 2018.12 広島県 マツダ フレアワゴン 落札
3339 2018.12 兵庫県 フィアット フィアット５００ 出品
3340 2018.12 千葉県 トヨタ プリウス 落札
3341 2018.12 神奈川県 日産 セレナ 落札
3342 2018.12 福井県 スバル レヴォーグ 落札
3343 2018.12 茨城県 マツダ ＭＰＶ 落札
3344 2018.12 千葉県 トヨタ プレミオ 出品
3345 2018.12 神奈川県 ＢＭＷ ミニ 出品
3346 2018.12 埼玉県 スズキ ＳＸ４ 出品
3347 2018.12 和歌山県 スズキ スペーシア 出品
3348 2018.12 栃木県 スバル プレオ 出品
3349 2018.12 栃木県 スバル インプレッサＳ２０２ 出品
3350 2018.12 栃木県 スバル インプレッサクーペ 出品
3351 2019.01 神奈川県 日産 ノート 出品
3352 2019.01 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3353 2019.01 千葉県 ダッジ チャレンジャー 出品
3354 2019.01 熊本県 マツダ デミオ 落札
3355 2019.01 山梨県 スズキ ハスラー 落札
3356 2019.01 北海道 ダイハツ ミラココア 落札
3357 2019.01 長野県 ホンダ フリードスパイク 落札
3358 2019.01 兵庫県 トヨタ ポルテ 出品
3359 2019.01 千葉県 スバル エクシーガ 出品
3360 2019.01 千葉県 ベンツ Ｇ３５０ｄ 出品
3361 2019.01 茨城県 スバル レガシィワゴン 落札
3362 2019.01 埼玉県 日産 フーガ 出品
3363 2019.02 福岡県 プジョー 3008 落札
3364 2019.02 兵庫県 ダイハツ ミラココア 落札
3365 2019.02 和歌山県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
3366 2019.02 千葉県 トヨタ ヴォクシー 落札
3367 2019.02 東京都 ベンツ Ｃ２２０ｄワゴン 落札
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3368 2019.02 宮城県 トヨタ エスティマＨＶ 出品
3369 2019.02 宮城県 ホンダ ステップワゴン 出品
3370 2019.02 広島県 日産 スカイライン 出品
3371 2019.02 神奈川県 ベンツ Ｃ２００ 落札
3372 2019.02 茨城県 ホンダ フィット 落札
3373 2019.02 北海道 マツダ ＣＸ－５ 落札
3374 2019.02 岡山県 マツダ アテンザワゴン 落札
3375 2019.02 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3376 2019.03 新潟県 ルノー メガーヌエステート 落札
3377 2019.03 奈良県 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
3378 2019.03 大阪府 スズキ パレット 落札
3379 2019.03 千葉県 スバル レガシィワゴン 落札
3380 2019.03 愛知県 レクサス ＩＳ３００ｈ 落札
3381 2019.03 北海道 アウディ Ａ４ 落札
3382 2019.03 東京都 ＢＭＷ １１８ｉ 落札
3383 2019.03 東京都 スズキ キャリィトラック 落札
3384 2019.03 北海道 三菱 ＥＫワゴン 落札
3385 2019.03 千葉県 ＢＭＷ ５２３Ｄ 落札
3386 2019.03 東京都 三菱 アイミーヴ 落札
3387 2019.03 千葉県 ホンダ ステップワゴン 落札
3388 2019.03 埼玉県 スバル フォレスター 出品
3389 2019.03 埼玉県 日産 フーガ 出品
3390 2019.03 神奈川県 ＢＭＷ １１６ｉ 出品
3391 2019.03 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3392 2019.03 東京都 トヨタ ヴィッツ 出品
3393 2019.04 東京都 トヨタ ハイエースバン 落札
3394 2019.04 東京都 日産 ＮＶ１００ 落札
3395 2019.04 北海道 三菱 ランサー 落札
3396 2019.04 栃木県 スズキ ジムニー 出品
3397 2019.04 東京都 ＶＷ ゴルフ 出品
3398 2019.04 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3399 2019.04 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 出品
3400 2019.04 富山県 スズキ エブリィ 出品
3401 2019.04 愛知県 スズキ スイフト 出品
3402 2019.04 埼玉県 ＢＭＷ ２１８Ｄ 落札
3403 2019.04 神奈川県 トヨタ プラド 落札
3404 2019.04 兵庫県 三菱 コルト 落札
3405 2019.04 群馬県 ホンダ フィット 落札
3406 2019.04 埼玉県 トヨタ ハイエースバン 落札
3407 2019.04 千葉県 トヨタ ノア 出品
3408 2019.04 愛知県 ＶＷ パサートヴァリアント 落札
3409 2019.04 愛知県 スバル レヴォーグ 出品
3410 2019.05 沖縄県 トヨタ プリウス 落札
3411 2019.05 千葉県 ＢＭＷ ７５０ＬＩ 落札
3412 2019.05 奈良県 ボルボ Ｓ６０ 落札
3413 2019.05 埼玉県 トヨタ ハイエースバン 落札
3414 2019.05 東京都 日産 セレナ 落札
3415 2019.05 静岡県 フィアット 500 落札
3416 2019.05 埼玉県 日産 エルグランド 出品
3417 2019.05 千葉県 ベンツ Ａ１８０ 出品
3418 2019.05 千葉県 ＢＭＷミニ クロスオーバー 出品
3419 2019.05 鹿児島県 トヨタ ノア 落札
3420 2019.05 埼玉県 トヨタ アクア 落札
3421 2019.05 福岡県 ベンツ Ｃ１８０ 落札
3422 2019.05 埼玉県 トヨタ ハイエースバン 出品
3423 2019.05 東京都 スズキ エブリィ 出品
3424 2019.05 東京都 トヨタ プリウスアルファ 出品
3425 2019.05 兵庫県 ＶＷ ポロ 出品
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3426 2019.05 大阪府 ベンツ Ｃ２００ 出品
3427 2019.05 北海道 トヨタ ランクル 出品
3428 2019.05 兵庫県 ベンツ ＡＭＧ　Ｅ４３ 出品
3429 2019.06 熊本県 ホンダ フリードＨＶ 出品
3430 2019.06 兵庫県 ダイハツ ミラココア 出品
3431 2019.06 東京都 スズキ ジムニー 落札
3432 2019.06 宮城県 ＶＷ ザ・ビートル 落札
3433 2019.06 大阪府 トヨタ マークＸジオ 落札
3434 2019.06 愛知県 日産 リーフ 落札
3435 2019.06 滋賀県 ボルボ Ｖ４０ 落札
3436 2019.06 北海道 トヨタ レジアスエースバン 落札
3437 2019.06 東京都 ベンツ ＡＭＧ　ＧＬＥ４３ 落札
3438 2019.06 愛知県 トヨタ プリウスＰＨＶ 落札
3439 2019.06 長野県 トヨタ ＳＡＩ 落札
3440 2019.06 東京都 トヨタ アクア 落札
3441 2019.06 兵庫県 ＢＭＷ ミニ 出品
3442 2019.06 鹿児島県 日産 ＮＴ１００ 出品
3443 2019.07 愛知県 トヨタ エスティマＨＶ 落札
3444 2019.07 千葉県 ダイハツ ハイゼットＴ 落札
3445 2019.07 東京都 アウディ Ａ４アバント 落札
3446 2019.07 福岡県 三菱 ミニキャブバン 出品
3447 2019.07 千葉県 トヨタ ハイエースバン 出品
3448 2019.07 愛知県 ホンダ Ｎ－ＷＧＮ 出品
3449 2019.07 茨城県 ＢＭＷ ５３５ｉ 出品
3450 2019.07 新潟県 ダイハツ ウエイク 出品
3451 2019.07 東京都 スバル ＢＲＺ 落札
3452 2019.07 兵庫県 ＶＷ シロッコ 落札
3453 2019.08 茨城県 トヨタ スペイド 落札
3454 2019.08 東京都 トヨタ アルファード 落札
3455 2019.08 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3456 2019.08 東京都 トヨタ アクシオ 出品
3457 2019.08 岐阜県 トヨタ ランドクルーザープラド 出品
3458 2019.08 大阪府 ベンツ Ｓ５５０ 出品
3459 2019.08 大阪府 トヨタ アルファード 落札
3460 2019.08 兵庫県 トヨタ ハイエースワゴン 落札
3461 2019.08 北海道 トヨタ ピクシスジョイ 落札
3462 2019.08 東京都 トヨタ アクシオ 落札
3463 2019.08 長崎県 トヨタ ハリアー 落札
3464 2019.08 長野県 シトロエン Ｃ５ 落札
3465 2019.08 岡山県 ホンダ ステップワゴン 落札
3466 2019.08 山形県 ＢＭＷ ４２０ｉ 落札
3467 2019.09 沖縄県 日産 ＮＶ３５０ 落札
3468 2019.09 山梨県 ベンツ Ｅ３２０ 落札
3469 2019.09 東京都 トヨタ アクア 落札
3470 2019.09 長野県 ボルボ Ｖ４０ 落札
3471 2019.09 広島県 日産 フーガ 落札
3472 2019.09 岩手県 ＢＭＷ ３２０Ｄ 落札
3473 2019.09 愛知県 日産 リーフ 落札
3474 2019.09 東京都 日産 ルークス 出品
3475 2019.09 三重県 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 出品
3476 2019.09 愛知県 ＢＭＷ ミニ 出品
3477 2019.09 長崎県 トヨタ プリウス 出品
3478 2019.09 千葉県 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 出品
3479 2019.09 千葉県 ベンツ ＧＬＡ１８０ 出品
3480 2019.09 千葉県 ベンツ Ｃ２００ 落札
3481 2019.09 茨城県 ダイハツ ハイゼットカーゴ 落札
3482 2019.09 千葉県 ボルボ Ｖ４０ 落札
3483 2019.09 埼玉県 スバル アウトバック 落札
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3484 2019.09 三重県 ポルシェ ボクスター 落札
3485 2019.09 千葉県 ホンダ アコードハイブリッド 出品
3486 2019.10 東京都 ホンダ フィットシャトルＨＶ 落札
3487 2019.10 茨城県 マツダ アテンザワゴン 落札
3488 2019.10 大阪府 ベンツ Ｓ６３ＡＭＧ 落札
3489 2019.10 大分県 スズキ エブリィ 落札
3490 2019.10 東京都 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
3491 2019.10 埼玉県 トヨタ プレミオ 出品
3492 2019.10 熊本県 トヨタ タウンエースＴ 出品
3493 2019.10 宮城県 ベンツ ＳＬ５５ 出品
3494 2019.10 埼玉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3495 2019.10 北海道 トヨタ ウィッシュ 出品
3496 2019.10 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3497 2019.10 千葉県 トヨタ マーク２ 出品
3498 2019.10 千葉県 ＢＭＷ ５２３Ｄ 出品
3499 2019.10 神奈川県 マツダ アテンザワゴン 出品
3500 2019.10 栃木県 レクサス ＨＳ 落札
3501 2019.10 千葉県 スズキ スペーシア 落札
3502 2019.10 福島県 スバル アウトバック 落札
3503 2019.10 大阪府 ホンダ オデッセイ 落札
3504 2019.10 北海道 トヨタ プリウス 落札
3505 2019.10 神奈川県 ベンツ CLS350シューティング 落札
3506 2019.10 千葉県 ベンツ Ｃ１８０ 落札
3507 2019.10 神奈川県 ＢＭＷ ３３５ｉ 落札
3508 2019.10 東京都 トヨタ ハイエース 出品
3509 2019.10 茨城県 スバル プレオ 出品
3510 2019.11 千葉県 スバル レガシィ 落札
3511 2019.11 静岡県 ＢＭＷ ５３０ｉ 落札
3512 2019.11 北海道 スズキ エブリィ 落札
3513 2019.11 奈良県 トヨタ プレミオ 出品
3514 2019.11 滋賀県 ベンツ Ｅ３００ 落札
3515 2019.11 静岡県 レクサス ＲＸ 出品
3516 2019.11 千葉県 マツダ ＣＸ５ 出品
3517 2019.11 神奈川県 ベンツ Ｅ３５０ 出品
3518 2019.11 北海道 スズキ キャリィトラック 出品
3519 2019.11 千葉県 スバル レガシィ 落札
3520 2019.11 北海道 ＢＭＷ ＨＶ７ 落札
3521 2019.11 群馬県 ホンダ アクティ 落札
3522 2019.11 宮城県 トヨタ プリウス 落札
3523 2019.11 福島県 トヨタ エスティマ 落札
3524 2019.11 兵庫県 ベンツ Ｂ１８０ 出品
3525 2019.11 兵庫県 ボルボ ＸＣ６０ 出品
3526 2019.11 茨城県 ホンダ ステップワゴン 出品
3527 2019.12 滋賀県 ベンツ Ｃ２００ 出品
3528 2019.12 大阪府 スバル ステラ 落札
3529 2019.12 東京都 日産 ラフェスタ 落札
3530 2019.12 滋賀県 レクサス ＲＸ 出品
3531 2019.12 宮城県 ＢＭＷ ＨＶ７ 出品
3532 2019.12 東京都 アウディ Ａ７ 出品
3533 2019.12 福岡県 トヨタ ハリアー 出品
3534 2019.12 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3535 2019.12 東京都 ＢＭＷ ミニ 出品
3536 2019.12 東京都 ダイハツ ウエイク 出品
3537 2019.12 栃木県 ホンダ オデッセイ 出品
3538 2019.12 千葉県 トヨタ ＦＪクルーザー 出品
3539 2019.12 埼玉県 ＢＭＷ Ｘ２ 落札
3540 2019.12 兵庫県 マツダ プレマシー 落札
3541 2019.12 神奈川県 トヨタ プリウス 落札
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3542 2019.12 北海道 アバルト 500 落札
3543 2019.12 栃木県 マツダ アテンザワゴン 落札
3544 2019.12 山梨県 マツダ ロードスター 落札
3545 2020.01 佐賀県 レクサス ＲＣ３５０ 落札
3546 2020.01 兵庫県 トヨタ プリウス 落札
3547 2020.01 福岡県 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 落札
3548 2020.01 広島県 ルノー メガーヌ 出品
3549 2020.01 東京都 マツダ デミオ 出品
3550 2020.01 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3551 2020.01 兵庫県 ポルシェ ボクスター 出品
3552 2020.02 兵庫県 ポルシェ ボクスター 出品
3553 2020.02 神奈川県 レクサス ＬＳ 出品
3554 2020.02 熊本県 ダイハツ ミラバン 出品
3555 2020.02 千葉県 スズキ ソリオ 落札
3556 2020.02 東京都 ダイハツ ハイゼットカーゴ 落札
3557 2020.02 三重県 ホンダ フィット 出品
3558 2020.02 東京都 ダイハツ タント 出品
3559 2020.02 千葉県 スバル レガシィ 出品
3560 2020.03 神奈川県 マツダ ＣＸ－５ 出品
3561 2020.03 神奈川県 トヨタ プラド 出品
3562 2020.03 千葉県 ＶＷ ゴルフトゥーラン 出品
3563 2020.03 福島県 フィアット 500 出品
3564 2020.03 広島県 レクサス ＲＸ 出品
3565 2020.03 神奈川県 ＢＭＷ ３３５ｉ 出品
3566 2020.03 東京都 アウディ Ａ５ 落札
3567 2020.03 岩手県 スバル レガシィ 落札
3568 2020.03 千葉県 ＢＭＷ ２１８Ｄ 落札
3569 2020.03 滋賀県 トヨタ アルファード 落札
3570 2020.03 長野県 ベンツ Ｅ２２０Ｄ 落札
3571 2020.03 福島県 ベンツ Ｃ１８０ワゴン 落札
3572 2020.03 宮城県 ＢＭＷ ６５０ｉ 落札
3573 2020.04 神奈川県 ベンツ Ｓ４５０Ｌ 落札
3574 2020.04 東京都 スバル プレオ 落札
3575 2020.04 兵庫県 トヨタ オーリス 落札
3576 2020.04 栃木県 トヨタ ＳＡＩ 落札
3577 2020.04 京都府 トヨタ プロボックス 落札
3578 2020.04 北海道 トヨタ ランクル８０ 落札
3579 2020.04 兵庫県 ホンダ オデッセイ 落札
3580 2020.04 千葉県 ホンダ Ｎ－ＯＮＥ 落札
3581 2020.04 東京都 マツダ ロードスター 出品
3582 2020.04 北海道 トヨタ ハイエースバン 出品
3583 2020.04 福岡県 トヨタ ハイラックスサーフ 出品
3584 2020.04 秋田県 ホンダ エリシオン 出品
3585 2020.04 愛知県 トヨタ マジェスタ 出品
3586 2020.04 神奈川県 ベンツ Ｅ４００ 出品
3587 2020.05 東京都 ベンツ Ｃ２００ 出品
3588 2020.05 千葉県 スバル ＷＲＸ 出品
3589 2020.05 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3590 2020.05 愛知県 トヨタ タンク 落札
3591 2020.05 栃木県 スバル レガシィＢ４ 落札
3592 2020.05 新潟県 ベンツ ＧＬＥ６３ 落札
3593 2020.05 東京都 ベンツ ＡＭＧ　ＣＬＡ４５ 落札
3594 2020.05 静岡県 ホンダ フリード 落札
3595 2020.05 千葉県 ホンダ ＮＢＯＸ 落札
3596 2020.05 千葉県 ＢＭＷ ミニ 落札
3597 2020.05 大分県 マツダ アクセラスポーツ 落札
3598 2020.05 兵庫県 レクサス ＣＴ２００ｈ 落札
3599 2020.06 東京都 スズキ イグニス 落札
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3600 2020.06 東京都 スズキ スペーシア 落札
3601 2020.06 神奈川県 ダイハツ ムーヴキャンパス 落札
3602 2020.06 栃木県 トヨタ プリウス 出品
3603 2020.06 兵庫県 トヨタ ＦＪクルーザー 落札
3604 2020.06 北海道 ボルボ Ｓ６０ 落札
3605 2020.06 兵庫県 ＶＷ パサートヴァリアント 落札
3606 2020.06 千葉県 日産 ＮＶ２００ 出品
3607 2020.07 三重県 スズキ ハスラー 落札
3608 2020.07 茨城県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
3609 2020.07 東京都 スズキ エブリィ 落札
3610 2020.07 熊本県 トヨタ ラッシュ 出品
3611 2020.07 神奈川県 日産 セレナ 出品
3612 2020.07 長野県 トヨタ プラド 出品
3613 2020.07 東京都 日産 ＮＶ１００ 出品
3614 2020.07 東京都 ベンツ Ｅ３５０ワゴン 落札
3615 2020.07 千葉県 ベンツ Ｃ２２０ｄ 落札
3616 2020.08 沖縄県 日産 セレナ 落札
3617 2020.08 沖縄県 日産 セレナ 落札
3618 2020.08 東京都 トヨタ カルディナ 落札
3619 2020.08 三重県 トヨタ アクア 出品
3620 2020.08 三重県 日産 リーフ 出品
3621 2020.08 長野県 トヨタ ランドクルーザー 出品
3622 2020.08 静岡県 スバル エクシーガ 落札
3623 2020.08 千葉県 スズキ スペーシア 落札
3624 2020.08 千葉県 ボルボ Ｖ６０ 落札
3625 2020.08 兵庫県 クライスラー グランドチェロキー 落札
3626 2020.08 東京都 トヨタ プリウス 落札
3627 2020.08 宮城県 ＢＭＷ ２３５ｉ 出品
3628 2020.08 北海道 トヨタ ランドクルーザー 出品
3629 2020.08 東京都 トヨタ プリウスα 出品
3630 2020.09 東京都 ＶＷ ゴルフトゥーラン 落札
3631 2020.09 東京都 マツダ ボンゴ 落札
3632 2020.09 東京都 日産 セレナ 落札
3633 2020.09 東京都 アウディ Ｑ３ 落札
3634 2020.09 滋賀県 ホンダ ＣＲ－Ｖ 出品
3635 2020.09 北海道 スズキ アルト 出品
3636 2020.09 千葉県 ベンツ ＭＬ３５０ 出品
3637 2020.09 東京都 ホンダ シャトルＨＶ 出品
3638 2020.09 岡山県 マツダ ＲＸ－８ 出品
3639 2020.09 愛知県 スマート フォーフォー 出品
3640 2020.09 東京都 レクサス ＧＳ３００ｈ 出品
3641 2020.09 千葉県 ホンダ ステップワゴン 出品
3642 2020.09 茨城県 ベンツ Ｅ２２０ 出品
3643 2020.09 大阪府 スズキ ジムニー 落札
3644 2020.09 東京都 トヨタ プリウス 落札
3645 2020.09 愛知県 マツダ デミオ 落札
3646 2020.10 東京都 トヨタ ＩＱ 落札
3647 2020.10 千葉県 ベンツ ＳＬ３５０ 落札
3648 2020.10 東京都 ホンダ アクティ 出品
3649 2020.10 東京都 ベンツ Ｅ３５０ 出品
3650 2020.10 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ 出品
3651 2020.10 神奈川県 日産 スカイライン 出品
3652 2020.10 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3653 2020.10 千葉県 トヨタ ハリアー 出品
3654 2020.10 大阪府 ベンツ CLS350 出品
3655 2020.10 東京都 ホンダ シビック 出品
3656 2020.10 愛知県 レクサス ＩＳ 出品
3657 2020.10 千葉県 トヨタ プリウス 落札
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3658 2020.10 宮城県 トヨタ ヴェルファイア 落札
3659 2020.10 大阪府 ベンツ CLS63AMG 落札
3660 2020.10 栃木県 トヨタ ハイエース 落札
3661 2020.10 福岡県 トヨタ プリウス 落札
3662 2020.10 福岡県 アルファロメオ ジュリエッタ 出品
3663 2020.10 埼玉県 トヨタ プラド 出品
3664 2020.11 兵庫県 アウディ Ａ４アバント 落札
3665 2020.11 栃木県 ホンダ レジェンド 落札
3666 2020.11 長野県 トヨタ ＳＡＩ 落札
3667 2020.11 東京都 トヨタ ハイエース 出品
3668 2020.11 北海道 スバル レガシィツーリングワゴン 出品
3669 2020.11 大阪府 ベンツ CLS350 出品
3670 2020.11 静岡県 トヨタ プラド 出品
3671 2020.11 神奈川県 トヨタ マジェスタ 出品
3672 2020.11 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3673 2020.11 千葉県 トヨタ プリウス 出品
3674 2020.11 千葉県 スバル ＷＲＸ 出品
3675 2020.11 東京都 トヨタ プリウス 落札
3676 2020.12 大阪府 ポルシェ 911 落札
3677 2020.12 北海道 スズキ クロスビー 落札
3678 2020.12 千葉県 ホンダ フィット 落札
3679 2020.12 神奈川県 ＢＭＷ ２１８Ｄ 落札
3680 2020.12 千葉県 アウディ Ａ３ 出品
3681 2020.12 茨城県 ＶＷ ゴルフ 出品
3682 2020.12 山形県 ポルシェ カイエン 出品
3683 2020.12 宮城県 トヨタ ランドクルーザー 出品
3684 2020.12 千葉県 スズキ ハスラー 出品
3685 2020.12 埼玉県 ベンツ Ｓ５５０ 出品
3686 2021.01 広島県 トヨタ ランドクルーザー 出品
3687 2021.01 兵庫県 トヨタ プリウスＰＨＶ 出品
3688 2021.01 愛知県 ＧＭ キャデラック 出品
3689 2021.01 東京都 マツダ ベリーサ 出品
3690 2021.01 東京都 ベンツ ４２０ＳＥＬ 落札
3691 2021.01 兵庫県 トヨタ ハリアー 落札
3692 2021.01 千葉県 日産 ノート 落札
3693 2021.01 栃木県 マツダ ＣＸ－５ 落札
3694 2021.01 長崎県 スバル プレオプラス 落札
3695 2021.01 富山県 トヨタ シエンタ 落札
3696 2021.01 愛知県 マツダ アテンザ 落札
3697 2021.01 山口県 トヨタ ヴォクシー 落札
3698 2021.01 千葉県 ダイハツ ウエイク 落札
3699 2021.01 兵庫県 ベンツ Ｂ２５０ 落札
3700 2021.01 徳島県 スズキ スプラッシュ 落札
3701 2021.01 東京都 レクサス ＣＴ２００ｈ 落札
3702 2021.01 千葉県 日産 ＮＶ１００ 落札
3703 2021.01 広島県 トヨタ アルファード 出品
3704 2021.01 熊本県 スバル サンバートラック 出品
3705 2021.01 千葉県 プジョー 208 出品
3706 2021.02 長野県 ＢＭＷ 640 落札
3707 2021.02 熊本県 ダイハツ トール 落札
3708 2021.02 神奈川県 ベンツ Ｂ１８０ 落札
3709 2021.02 千葉県 ダイハツ ミライース 落札
3710 2021.02 福井県 トヨタ ラクティス 落札
3711 2021.02 福岡県 日産 ノート 出品
3712 2021.02 神奈川県 トヨタ ＳＡＩ 出品
3713 2021.02 千葉県 トヨタ ラウム 出品
3714 2021.02 三重県 スズキ スイフト 出品
3715 2021.02 千葉県 トヨタ タウンエーストラック 出品
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3716 2021.02 茨城県 ダイハツ タント 出品
3717 2021.02 神奈川県 日産 キュービック 出品
3718 2021.02 千葉県 スズキ ソリオ 出品
3719 2021.02 千葉県 スバル レガシィＢ４ 出品
3720 2021.02 大阪府 ベンツ Ｅ４００ 落札
3721 2021.02 神奈川県 ルノー ルーテシア 落札
3722 2021.02 神奈川県 ベンツ ＡＭＧ　Ａ４５ 落札
3723 2021.02 宮城県 トヨタ ＭＩＲＡＩ 落札
3724 2021.02 北海道 レクサス ＮＸ３００ 落札
3725 2021.03 長野県 ＢＭＷ ２１８ＸＤ 落札
3726 2021.03 東京都 マツダ ＣＸ－５ 落札
3727 2021.03 北海道 トヨタ ハイエースバン 落札
3728 2021.03 埼玉県 レクサス ＧＳ３００ｈ 落札
3729 2021.03 神奈川県 ダイハツ タント 落札
3730 2021.03 秋田県 トヨタ ラウム 落札
3731 2021.03 沖縄県 日産 セレナ 落札
3732 2021.03 東京都 マツダ マツダ３ 落札
3733 2021.03 千葉県 ダイハツ タント 落札
3734 2021.03 東京都 トヨタ シエンタ 落札
3735 2021.03 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3736 2021.03 埼玉県 レクサス ＲＸ 出品
3737 2021.03 神奈川県 ベンツ Ｅ３２０ワゴン 出品
3738 2021.03 神奈川県 プジョー ２０７ＣＣ 出品
3739 2021.03 東京都 ホンダ オデッセイ 出品
3740 2021.03 東京都 トヨタ ハイエースバン 出品
3741 2021.03 千葉県 レクサス ＨＳ 出品
3742 2021.03 岡山県 ホンダ クラリティ 落札
3743 2021.03 新潟県 スマート フォーツークーペ 落札
3744 2021.03 広島県 ＶＷ ゴルフ 落札
3745 2021.03 大阪府 日産 エクストレイル 出品
3746 2021.03 北海道 トヨタ ハリアー 出品
3747 2021.03 愛知県 トヨタ アルファード 落札
3748 2021.03 東京都 三菱 アイミーヴ 出品
3749 2021.04 北海道 トヨタ ヴィッツ 落札
3750 2021.04 埼玉県 スズキ エブリィ 落札
3751 2021.04 長崎県 レクサス ＧＳ４５０h 落札
3752 2021.04 山梨県 トヨタ ラクティス 落札
3753 2021.04 大阪府 マセラティ レヴァンテ 落札
3754 2021.04 東京都 ダイハツ タント 落札
3755 2021.04 静岡県 トヨタ パッソ 落札
3756 2021.04 山梨県 トヨタ ルーミー 落札
3757 2021.04 熊本県 ホンダ ライフ 出品
3758 2021.04 熊本県 ホンダ バモス 出品
3759 2021.04 長野県 ホンダ フリード 落札
3760 2021.04 千葉県 スズキ エブリィ 出品
3761 2021.04 東京都 ＢＭＷ ５２３i 出品
3762 2021.04 東京都 ポルシェ 911 出品
3763 2021.04 島根県 ＶＷ ポロ 落札
3764 2021.05 千葉県 トヨタ 86 出品
3765 2021.05 愛知県 レンジローバー イヴォーク 出品
3766 2021.05 神奈川県 トヨタ ハリアー 出品
3767 2021.05 岡山県 三菱 アウトランダー 出品
3768 2021.05 徳島県 スズキ スプラッシュ 出品
3769 2021.05 東京都 ベンツ Ｅ２００ 落札
3770 2021.05 千葉県 日産 エルグランド 落札
3771 2021.05 兵庫県 スズキ ワゴンＲ 落札
3772 2021.05 沖縄県 ＶＷ ビートル 落札
3773 2021.05 沖縄県 日産 ＮＶ３５０ 落札

66



お取引ＮＯ． 年月 都道府県 メーカー 車名 出品・落札
3774 2021.05 東京都 トヨタ エスクァイア 落札
3775 2021.05 新潟県 ＢＭＷ ミニ 落札
3776 2021.05 栃木県 日産 デュアリス 落札
3777 2021.05 滋賀県 ＶＷ パサート 落札
3778 2021.05 埼玉県 スズキ エブリィ 出品
3779 2021.05 宮城県 トヨタ ヴォクシー 出品
3780 2021.05 大阪府 トヨタ ヴェルファイア 出品
3781 2021.05 長野県 ルノー アルピーヌ 落札
3782 2021.06 愛知県 レクサス ＲＣ３００h 落札
3783 2021.06 山形県 ボルボ Ｖ６０ 落札
3784 2021.06 茨城県 トヨタ ＣＨ－Ｒ 落札
3785 2021.06 大阪府 ポルシェ 911 落札
3786 2021.06 北海道 ベンツ Ｃ２２０Ｄ 落札
3787 2021.06 栃木県 日産 エクストレイル 落札
3788 2021.06 広島県 ホンダ フリード 落札
3789 2021.06 千葉県 スズキ ハスラー 出品
3790 2021.06 東京都 ポルシェ パナメーラ 出品
3791 2021.06 千葉県 レクサス ＩＳ 出品
3792 2021.06 千葉県 トヨタ アルファード 出品
3793 2021.06 千葉県 スバル ＷＲＸ 出品
3794 2021.06 神奈川県 マツダ ＲＸ－８ 出品
3795 2021.06 福岡県 フィアット 500 出品
3796 2021.06 東京都 レクサス ＬＳ４６０ 落札
3797 2021.06 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3798 2021.06 長野県 スズキ ジムニー 出品
3799 2021.07 東京都 レクサス ＬＳ 出品
3800 2021.07 神奈川県 トヨタ プリウス 出品
3801 2021.07 千葉県 ホンダ Ｎ－ＷＧＮ 落札
3802 2021.07 千葉県 スズキ ワゴンＲ 落札
3803 2021.07 岡山県 ダイハツ ウエイク 落札
3804 2021.07 秋田県 トヨタ ヴォクシー 落札
3805 2021.07 兵庫県 ポルシェ ボクスター 落札
3806 2021.07 宮城県 三菱 アイ 落札
3807 2021.07 兵庫県 日産 ＮＶ３５０ 落札
3808 2021.07 神奈川県 日産 キューブ 落札
3809 2021.07 大分県 ＢＭＷ ５２３Ｄ 落札
3810 2021.07 埼玉県 ベンツ Ｅ２５０ワゴン 出品
3811 2021.07 神奈川県 日産 ラフェスタハイウェイスター 出品
3812 2021.07 愛知県 トヨタ ハリアー 出品
3813 2021.07 滋賀県 トヨタ シエンタ 落札
3814 2021.07 千葉県 スズキ スイフトスポーツ 落札
3815 2021.07 広島県 フォード リンカーン 出品
3816 2021.08 神奈川県 スバル エクシーガ 出品
3817 2021.08 神奈川県 日産 リーフ 出品
3818 2021.08 東京都 ポルシェ 911 落札
3819 2021.08 東京都 トヨタ 86 落札
3820 2021.08 埼玉県 スズキ エブリィ 落札
3821 2021.08 北海道 スズキ パレット 落札
3822 2021.08 大分県 ルノー カングー 落札
3823 2021.08 北海道 トヨタ ハイエース 落札
3824 2021.08 栃木県 トヨタ ハイエース 落札
3825 2021.08 大分県 三菱 デリカＤ５ 出品
3826 2021.08 東京都 スズキ キザシ 出品
3827 2021.08 千葉県 ダイハツ コペン 出品
3828 2021.09 神奈川県 トヨタ クラウン 出品
3829 2021.09 大阪府 ポルシェ ケイマン 落札
3830 2021.09 山梨県 ポルシェ 911 落札
3831 2021.09 東京都 ベンツ Ｃ１８０ 落札
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3832 2021.09 北海道 マツダ アクセラスポーツ 落札
3833 2021.09 千葉県 スズキ ソリオ 落札
3834 2021.09 北海道 ボルボ ＸＣ６０ 落札
3835 2021.09 茨城県 マツダ デミオ 落札
3836 2021.09 兵庫県 ホンダ フィットハイブリッド 落札
3837 2021.09 兵庫県 ダイハツ ムーヴキャンバス 出品
3838 2021.09 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3839 2021.09 埼玉県 日産 フーガ 出品
3840 2021.09 千葉県 三菱 パジェロ 出品
3841 2021.09 東京都 スズキ ソリオバンディッド 出品
3842 2021.09 東京都 レクサス ＬＳ５００h 出品
3843 2021.09 愛知県 レクサス ＲＣ３００h 出品
3844 2021.09 東京都 ＢＭＷ ３２０i 出品
3845 2021.09 茨城県 スズキ ジムニー 出品
3846 2021.09 熊本県 ダイハツ ハイゼット 出品
3847 2021.09 神奈川県 ベンツ Ｓ４５０ 出品
3848 2021.10 兵庫県 トヨタ 86 出品
3849 2021.10 千葉県 トヨタ ハイエースバン 出品
3850 2021.10 千葉県 スズキ エブリィ 出品
3851 2021.10 千葉県 スズキ ラパン 落札
3852 2021.10 宮城県 三菱 デリカＤ５ 落札
3853 2021.10 大分県 トヨタ ヴィッツ 落札
3854 2021.10 千葉県 米国スバル アセント 出品
3855 2021.10 福島県 トヨタ プリウス 出品
3856 2021.10 千葉県 ベンツ ＣＬＡ１８０ 落札
3857 2021.10 千葉県 スバル フォレスター 落札
3858 2021.10 東京都 トヨタ クラウン 落札
3859 2021.10 東京都 ダイハツ ハイゼット 落札
3860 2021.11 茨城県 ダイハツ ハイゼット 落札
3861 2021.11 神奈川県 トヨタ ライズ 出品
3862 2021.11 東京都 トヨタ エスティマ 出品
3863 2021.11 東京都 ホンダ アクティ 出品
3864 2021.11 神奈川県 ベンツ Ｃ２００ 出品
3865 2021.11 千葉県 トヨタ ノア 出品
3866 2021.11 千葉県 クライスラー ジープラングラー 出品
3867 2021.12 神奈川県 日産 フェアレディＺ 出品
3868 2021.12 兵庫県 トヨタ ラクティス 出品
3869 2021.12 神奈川県 ダイハツ ハイゼット 出品
3870 2021.12 神奈川県 ＶＷ ポロ 落札
3871 2021.12 大分県 ポルシェ ケイマン 落札
3872 2021.12 東京都 スバル レガシィＢ４ 落札
3873 2021.12 東京都 ベンツ Ｅ３５０ 落札
3874 2021.12 東京都 スバル レガシィＢ４ 落札
3875 2021.12 埼玉県 トヨタ アリオン 出品
3876 2021.12 神奈川県 マセラティ クワトロポルテ 出品
3877 2021.12 山梨県 トヨタ ヴォクシー 出品
3878 2021.12 宮城県 三菱 デリカＤ５ 出品
3879 2022.01 山梨県 ダイハツ タント 出品
3880 2022.01 熊本県 トヨタ ラッシュ 出品
3881 2022.01 東京都 ホンダ フリード 落札
3882 2022.01 沖縄県 ダイハツ ハイゼットカーゴ 落札
3883 2022.01 神奈川県 三菱 デリカＤ５ 落札
3884 2022.01 沖縄県 ホンダ ステップワゴン 落札
3885 2022.01 東京都 ホンダ レジェンド 落札
3886 2022.01 東京都 日産 フーガ 落札
3887 2022.01 長野県 スズキ ジムニー 出品
3888 2022.01 神奈川県 トヨタ ルーミー 出品
3889 2022.01 埼玉県 日産 フーガ 出品
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3890 2022.02 神奈川県 トヨタ クラウン 出品
3891 2022.02 東京都 ＶＷ アップ！ 出品
3892 2022.02 群馬県 トヨタ アルファード 出品
3893 2022.02 東京都 トヨタ アルファード 出品
3894 2022.02 千葉県 ＢＭＷ アクティブＨＶ５ 出品
3895 2022.02 埼玉県 スズキ スイフト 出品
3896 2022.02 東京都 ホンダ フリード 出品
3897 2022.02 栃木県 ベンツ ＧＬＡ 出品
3898 2022.02 神奈川県 トヨタ ＲＡＶ４ 出品
3899 2022.02 山形県 アバルト アバルト５９５ 出品
3900 2022.02 北海道 ボルボ ＸＣ７０ 落札
3901 2022.02 宮城県 ベンツ Ｓクラス 出品
3902 2022.02 千葉県 トヨタ カムリ 出品
3903 2022.03 大分県 ホンダ ステップワゴン 落札
3904 2022.03 千葉県 日産 セレナ 落札
3905 2022.03 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3906 2022.03 千葉県 ベンツ Ｓ５５０ 出品
3907 2022.03 大阪府 日産 フーガ 出品
3908 2022.03 千葉県 ホンダ アクテイＴ 出品
3909 2022.03 栃木県 日産 キャラバン 出品
3910 2022.03 兵庫県 ＢＭＷ １１８i 落札
3911 2022.03 東京都 日産 デュアリス 落札
3912 2022.03 北海道 トヨタ ハイエースバン 落札
3913 2022.03 長野県 ＢＭＷ Ｘ１ 落札
3914 2022.03 兵庫県 トヨタ アクア 落札
3915 2022.03 栃木県 スバル インプレッサ 出品
3916 2022.03 栃木県 スバル レガシィＢ４ 出品
3917 2022.03 宮城県 トヨタ レクサスＧＳ 出品
3918 2022.03 兵庫県 トヨタ ハリアー 出品
3919 2022.03 千葉県 スズキ スイフト 出品
3920 2022.04 鹿児島県 三菱 アイ 落札
3921 2022.04 北海道 トヨタ ヴェルファイア 落札
3922 2022.04 奈良県 ダイハツ ミライース 落札
3923 2022.04 東京都 日産 エクストレイル 落札
3924 2022.04 東京都 ベンツ ＣＬＳ４５０ 落札
3925 2022.04 東京都 ベンツ Ｂ１８０ 落札
3926 2022.04 栃木県 トヨタ プリウス 落札
3927 2022.04 東京都 ボルボ 940 落札
3928 2022.04 東京都 ホンダ Ｎ－ＯＮＥ 落札
3929 2022.04 千葉県 ランドローバー ディカバリー３ 出品
3930 2022.04 東京都 トヨタ クラウン 出品
3931 2022.04 千葉県 トヨタ タンク 出品
3932 2022.04 東京都 レクサス ＳＣ 出品
3933 2022.04 千葉県 トヨタ プラド 出品
3934 2022.04 千葉県 ベンツ Ｒ３５０ 出品
3935 2022.04 神奈川県 トヨタ ハリアー 出品
3936 2022.04 岐阜県 アウディ Ａ７ 出品
3937 2022.04 東京都 レクサス ＲＸ４５０h 落札
3938 2022.04 宮城県 スズキ ジムニーシエラ 出品
3939 2022.05 東京都 ボルボ Ｖ９０ 出品
3940 2022.05 東京都 スズキ キャリィトラック 出品
3941 2022.05 千葉県 日産 ノート 出品
3942 2022.05 北海道 トヨタ サーフ 出品
3943 2022.05 神奈川県 ベンツ Ｅ５５ 出品
3944 2022.05 東京都 ベンツ ＣＬＳ４５０ 落札
3945 2022.05 東京都 ベンツ Ｂ２５０ 出品
3946 2022.05 埼玉県 ダイハツ ミラココア 出品
3947 2022.05 熊本県 日産 デイズルークス 出品
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3948 2022.05 神奈川県 ＢＭＷ アクティブＨＶ５ 出品
3949 2022.05 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3950 2022.06 愛知県 ＢＭＷ アクティブＨＶ７ 出品
3951 2022.06 東京都 レクサス ＧＳ 出品
3952 2022.06 熊本県 トヨタ ヴァンガード 出品
3953 2022.06 長野県 トヨタ プラド 出品
3954 2022.06 東京都 ＢＭＷ ミニ 出品
3955 2022.06 千葉県 ＢＭＷ ３２０i 出品
3956 2022.06 千葉県 スバル インプレッサ 出品
3957 2022.06 東京都 ホンダ ステップワゴン 落札
3958 2022.06 千葉県 トヨタ ヴィッツ 落札
3959 2022.06 大阪府 スズキ ワゴンＲ 落札
3960 2022.06 東京都 アバルト 595 落札
3961 2022.06 宮城県 マツダ ユーノス３００ 落札
3962 2022.06 千葉県 ＢＭＷ ３２０i 落札
3963 2022.06 東京都 ホンダ フリードＨＶ 落札
3964 2022.06 大阪府 ベンツ Ｂ１８０ 落札
3965 2022.06 沖縄県 ホンダ Ｓ６６０ 落札
3966 2022.06 千葉県 プジョー ＲＣＺ 出品
3967 2022.07 神奈川県 ベンツ Ｅ２２０Ｄ 落札
3968 2022.07 神奈川県 レクサス ＧＳ 出品
3969 2022.07 神奈川県 トヨタ ヴェルファイア 出品
3970 2022.07 東京都 トヨタ エスティマ 出品
3971 2022.07 長崎県 トヨタ ハリアー 出品
3972 2022.07 長野県 日産 エクストレイル 出品
3973 2022.07 長野県 ベンツ ＳＬＫ２００ 落札
3974 2022.07 東京都 ベンツ Ｓ４５０ 落札
3975 2022.07 東京都 トヨタ プラド 落札
3976 2022.08 東京都 ホンダ Ｎ－ＯＮＥ 落札
3977 2022.08 東京都 ホンダ ステップワゴン 出品
3978 2022.08 神奈川県 ベンツ ＣＬＳ 出品
3979 2022.08 兵庫県 ホンダ Ｎ－ＷＧＮ 出品
3980 2022.08 福岡県 トヨタ アルファード 出品
3981 2022.08 長野県 スズキ ジムニー 出品
3982 2022.08 福井県 ホンダ ヴェゼル 出品
3983 2022.08 東京都 日産 ＮＶ１００ 落札
3984 2022.08 東京都 ベンツ Ｓ５６０ 落札
3985 2022.08 大阪府 トヨタ アルファード 落札
3986 2022.08 栃木県 ＢＭＷ ミニ 落札
3987 2022.08 千葉県 ＶＷ ゴルフ 出品
3988 2022.08 長野県 ポルシェ ケイマン 出品
3989 2022.09 神奈川県 トヨタ アルファード 出品
3990 2022.09 福岡県 日産 ムラーノ 出品
3991 2022.09 大阪府 トヨタ ヴェルファイア 出品
3992 2022.09 東京都 ＢＭＷ １１８Ｄ 出品
3993 2022.09 長野県 ダイハツ ミライース 落札
3994 2022.09 北海道 スズキ パレット 落札
3995 2022.09 北海道 スズキ ジムニー 落札
3996 2022.09 東京都 日産 ＮＶ１００ 落札
3997 2022.09 北海道 三菱 アウトランダー 落札
3998 2022.09 東京都 マツダ ＣＸ－５ 落札
3999 2022.09 兵庫県 アバルト ５９５Ｃ 落札
4000 2022.09 鹿児島県 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ 落札
4001 2022.09 神奈川県 ルノー カングー 落札
4002 2022.09 東京都 ボルボ ＸＣ９０ 出品
4003 2022.09 福井県 ホンダ ヴェゼル 出品
4004 2022.09 埼玉県 トヨタ ＲＡＶ４ 出品
4005 2022.09 東京都 ＶＷ シャラン 出品
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4006 2022.09 千葉県 トヨタ スペイド 出品
4007 2022.09 東京都 ベンツ Ｃ１８０ワゴン 出品
4008 2022.09 兵庫県 ＢＭＷ Ｘ３ 出品
4009 2022.09 千葉県 トヨタ ヴェルファイア 出品
4010 2022.09 広島県 トヨタ ハイエース 出品
4011 2022.09 福井県 トヨタ ノア 出品
4012 2022.09 千葉県 スバル レガシィＢ４ 出品
4013 2022.09 茨城県 マツダ ロードスター 出品
4014 2022.09 東京都 トヨタ 86 出品
4015 2022.10 千葉県 トヨタ アルファード 出品
4016 2022.10 宮城県 いすず エルフ 出品
4017 2022.10 栃木県 ＢＭＷ Ｘ５ 出品
4018 2022.10 東京都 ホンダ Ｎ－ＶＡＮ 出品
4019 2022.10 大阪府 ボルボ Ｖ４０ 落札
4020 2022.10 東京都 スバル インプレッサ 落札
4021 2022.10 長野県 ランドローバー ディカバリー 落札
4022 2022.10 富山県 ダイハツ タント 落札
4023 2022.10 千葉県 トヨタ クラウン 出品
4024 2022.10 長野県 スズキ ジムニー 出品
4025 2022.10 岐阜県 トヨタ アルファード 出品
4026 2022.10 鹿児島県 ダイハツ ムーヴ 出品
4027 2022.10 大阪府 ベンツ Ｃ２００ 出品
4028 2022.10 福井県 ホンダ ステップワゴン 出品
4029 2022.10 群馬県 スバル インプレッサ 出品
4030 2022.10 東京都 マツダ マツダ３ 出品
4031 2022.10 長崎県 日産 ノート 出品
4032 2022.10 新潟県 マツダ アテンザ 出品
4033 2022.10 神奈川県 トヨタ クラウン 出品
4034 2022.10 滋賀県 日産 フェアレディＺ 出品
4035 2022.10 兵庫県 ＢＭＷ ４３５i 出品
4036 2022.11 東京都 ホンダ ヴェゼル 出品
4037 2022.11 千葉県 ＢＭＷ ミニ 出品
4038 2022.11 北海道 三菱 アウトランダー 出品
4039 2022.11 福岡県 日産 ＮＶ１００ 出品
4040 2022.11 熊本県 スズキ エブリィ 出品
4041 2022.11 福井県 テスラ モデルＹ 出品
4042 2022.11 神奈川県 トヨタ シエンタ 出品
4043 2022.11 沖縄県 トヨタ ライズ 出品
4044 2022.11 東京都 日産 ノート 落札
4045 2022.11 北海道 ＶＷ ティグアン 落札
4046 2022.11 東京都 ベンツ Ｅ２００ 落札
4047 2022.11 東京都 ポルシェ ケイマン 落札
4048 2022.11 山口県 ホンダ Ｎ－ＯＮＥ 落札
4049 2022.11 東京都 マツダ ＲＸ－８ 落札
4050 2022.11 北海道 トヨタ ハイエースバン 落札
4051 2022.11 千葉県 三菱 ランサー 出品
4052 2022.12 群馬県 トヨタ ランクル 出品
4053 2022.12 東京都 日産 ティーダ 落札
4054 2022.12 千葉県 トヨタ ランクル 落札
4055 2022.12 滋賀県 フィアット 500 落札
4056 2022.12 北海道 ポルシェ カイエン 出品
4057 2022.12 東京都 トヨタ カムリ 出品
4058 2022.12 千葉県 トヨタ ポルテ 出品
4059 2022.12 千葉県 トヨタ シエンタ 出品
4060 2022.12 埼玉県 トヨタ ハイエースバン 出品
4061 2022.12 秋田県 スズキ ワゴンＲ 出品
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