
バンクーバー
交通ルールガイド



歩行者

カナダでは信号のない横断歩道も多くあります。歩行者が横断しようとしている場合は安全に停止して道を譲りましょう。

歩行者は自動車が止まってくれると想定して車道に出てくる場合があります。

シートベルト 運転席・助手席ではもちろん、後部座席でもシートベルトを装着しましょう。

制限速度

速度標識がない市街地の多くの道路では、法定速度 50km/h、 裏路地は 20km/h となっております。

速度標識があるところでは標識に従ってください。学校や公園周辺では時間帯によって 30km/h の規制がありますので注意が必要です。

赤信号右折

赤信号の場合でも、交差点の停止線で一時停止して、車両・歩行者もなく安全が確保できれば右折できます。

しかし、青信号側の通行を妨げないよう細心の注意が必要です。（赤信号時の右折禁止が標識で指示されている交差点もあります）

車間距離 雨の多いバンクーバーでは路面が滑りやすいこともしばしば、十分な車間距離をとりましょう。 車間距離は事故防止の基本です！

チャイルドシート 乳児・児童は規定のチャイルドシート/ブースターシートに座る必要があります。 ※８ページをご参照ください。

携帯電話 カナダにおいても運転中の携帯電話使用は禁止です。 違反の場合 $368 以上の反則金が科されるうえに保険料の割り増しが科されることもあります。

緊急車両
救急車、消防車、パトカー等の緊急車両は赤信号の交差点に進入したり、車線を逆走する場合もあります。 サイレンが聞こえたら安全に進路を

譲ってください。 対向車線であっても安全に停止する必要がある場合がありますので注意が必要です。 ※6ページをご参照ください。

学校・公園周辺 学校・公園周辺では 30km/h の速度制限があります。 違反すると反則金が課されることがあります。

知っておくべき！交通ルール
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知っておく必要のある標識

学校や公園周辺
30km/h 制限

横断歩道一方通行進入禁止
一時停止 前方に一時停止あり

「YIELD」
徐行して優先道路の
車へ道を譲りましょう

歩行者、自転車によって
ボタンが押されると作動する
信号、注意して信号を通過

赤信号時の右折禁止
月~金 5PM-7PM

右折禁止
上記の時間以外は可

Uターン禁止 バス専用レーン 直進、左折
どちらも青

左折は青だが
直進は赤
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「黄色い実線」
充分に注意すれば
右折などの横切りOK

「黄色い斜線」
この上は走行しては
いけません。

HOV レーン (High Occupancy Vehicle)

破線: 車線変更

実線: 車線変更

専
用
車
線

「白い実線」 車線変更

センターラインの種類

「白い破線」 車線変更

「黄色い二重線の中央線」
右折などで横切って横断し
てはいけません。

次の車両が走行できる専用車線です。
（その他の車両も標識に表示されていれば走行出来ます）

① バス

② 規定の人数以上が乗車している一般車両 （通常は運転手含めて２名以上）

③ 許可証を持った電気自動車

車に規定の人数以上が乗車していれば専用道路を走行できます。 HOVの専用車
線を走る時は、破線のところで車線変更してください。 実線のところで車線変更をする
ことは出来ません。
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4-WAY STOP ROUNDABOUT  (TRAFFIC CIRCLE)

➢ ロータリー式の交差点では、徐行又は一時停止して、先に交差点に入ってい
る車に道を譲り、右回りで出ていきます。

➢ サークル内２車線以上の場合では、出口に合った車線を選択する必要があ
ります。

➢ 住宅街では、信号の代わりに４-WAY STOP の交差点があります。
４-WAY STOP の交差点では、全ての車が停止線で一時停止しま
す。 停止線で先に止まった車の順番で交差点を出ていきます。

➢ ２台同時に停止線で止まった場合は、右側の車両が優先になります。

➢ ALL WAY と表記されている場合もあります。T字やY字路で
３-WAY STOP もあります。
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路上駐車について

カナダにおいては有料・無料で路上駐車できる道路が多いですが、違反対象にならないように正確に標識を理解しましょう。 パーキングメーターが設置されている道路でも、時間帯に
よっては駐車禁止になりますので注意が必要です。 この場合、パーキングメーターに課金がされていても、駐車違反・反則金・レッカー移動の対象になる場合がありますので注意が
必要です。

駐車禁止

消火栓から５ｍ以内は駐車禁止

月ー土曜日
7-9AM / 4-6PM
時間帯駐停車禁止

9AM–5PM 
時間帯駐車禁止

駐停車禁止

出入り口から１.５ｍ以内は駐車禁止交差点角から９ｍ以内は駐車禁止

9AM-5PM
最長1時間駐車可

時間帯外は時間制限なし

駐車許可証提示車以外駐
車禁止

月~土曜日 7AM-6PM
商用車の荷捌き可

時間帯外は商用車、一般車ともに
駐停車禁止
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EMERGENCY VEHICLES

PUBLIC TRANSIT BUS

SCHOOL BUS

➢ 児童の乗降中は、バス上部のライトが点滅します。 ライト点滅
時は、バスの後方、対向車線を走行中も停止、児童の乗降を
待つ必要があります。乗降中のバスの追い越しは交通違反にな
ります。 児童が安全に乗降後に道路を渡る為にも順守が必要
です。

➢ 踏切を渡る際に一時停止する場合もありますので注意が必要で
す。

➢ 緊急車両が通過する際は、方向指示器を使用後、安全に停止し進路を譲りましょう。

➢ カナダでは緊急車両が反対車線を逆走することもあるため、緊急車両が対向車線を走行時も
安全に停止しましょう。中央分離帯がある道路でも、臨機応変な判断が必要です。

➢ 緊急車両に進路を譲る際は、交差点を塞がないよう注意しましょう。交差点内で停止せざるを
得ない場合は、落ち着いて右折してから安全に停止しましょう。

➢ バス停から発車時にウィンカーを出している場合は、バスに進路を
譲ることが法規で定められています。

➢ バスのドライバーからは見えにくい場合もありますので、死角に入ら
ず十分な車間距離を確保しましょう。

CONSTRUCTIN ZONE (工事区間）

➢ 工事区間では徐行または最徐行にて通過する必要があります。
制限速度が設定されている場合は順守しましょう。

➢ フラッガー（誘導員）の指示がある場合には従いましょう。

➢ 工事区間での速度違反は通常の反則点数・反則金に
割り増しで科される場合があります。
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RED LIGHT CAMERA

RAILWAY CROSSING 線路の遮断機

追い越し車線

➢ カナダは右側通行で、追い越し車線は左側になります
（道路の中心線に近い車線）になります。

➢ 追い越し後は、すみやかに右側車線に戻りましょう。

➢ 遮断機が降りていない場合、いつでも止まれるよう徐
行しなくてはなりませんが、日本とは異なり完全に一
時停止する必要はありません。

➢ スクールバスやタンクローリー等は一時停止をすること
がありますので注意が必要です。

➢ 一部の交差点には、赤信号やスピードに反応する「取り締まりカメラ」 が設置されてい
ます。

➢ 交差点では法定速度を守り、信号が黄色になってクルマを安全に停止できる場合は
無理に交差点に進入するのはやめましょう。
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CHILD CAR SEAT（チャイルドシート）について

乳児・児童は、年齢・身長・体重に応じてチャイルドシート/ブースターシートを使用することが義務付けられています。

STAGE１

Rear-Facing

➢ 産まれたばかりの乳児から最低1歳まで

➢ 体重９ｋｇまで

➢ 必ず後部座席に配置します

※安全面を考慮して、1歳以上・体重９ｋｇ以上であっても、
可能な限り Rear-Facing で座ることが推奨されています。

STAGE２

Forward-Facing

➢ 最低1歳以上

➢ 体重9ｋｇから18ｋｇまで

➢ 必ず後部座席に配置します

STAGE 3

Booster Seat

➢ 体重１８ｋｇ以上

➢ 9歳、もしくは身長１４５ｃｍへ達する
まで

➢ 必ず後部座席に配置します
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愛車のメンテナンスについて

定期メンテナンスはお車のコンディションを保つために大切です！

「オイルチェンジ」
お車は半年から1年の間に、走行距離に応じてエンジンのオイルチェンジが必要です。 スピードメーター内のリマインダーまたはフロントガラスに貼られて
るステッカーの走行距離と時期を目安に交換が必要となります。 弊社ショップではメーカー指定の最上級グレードの化学合成オイルを使用しております。
定期メンテナンス、各種整備、タイヤ交換など是非ともNippon Auto Centreまでご相談ください！

「タイヤの空気圧チェック」
タイヤの空気は時間の経過とともに自然に少しづつ減ります。１ヵ月に１度はタイヤゲージを使用してチェックしましょう。
規定の空気圧は運転席側のドア付近に貼られているステッカーで確認できます。30-35PSI が一般的な乗用車の規定の空気圧となります。
最近のクルマはタイヤ空気圧センサー(TPMS) を搭載したクルマが多く普及しています。クギ等の異物を踏んでいたり、長期間空気を入れませんと警
告等が点灯することがあります。スペアタイヤの空気圧の調整も忘れずに！スペアタイヤは50PSIと高めに規定圧が設定されていることが多いです。
規定圧以下での使用はタイヤの寿命を短るするのみならずクルマの安全に大きく影響します。
※北米で使用される単位はpsi (Pounds per Square Inch) になります。 1psi = 6.89kPa 

「ブレーキの点検」
ブレーキパッドないしはブレーキシューは走行距離に応じて点検・清掃・交換等の整備が必要となります。

*メーカーが推奨するスケジュールメンテナンスの内容に沿って各部の点検・整備をさせていただきます。

冬季の運転にはウィンタータイヤは規制場所によっては必要です！

「ウインタータイヤ」
カナダにて新車標準装備されるタイヤは「オールシーズンタイヤ」とよばれ、M+S（マッド＆スノー）と表記されるタイヤとなりますが積雪路面を走行する
には十分ではない場合があります。ウィンタータイヤにはスノーフレークマークがついています。山間部の多くの道路では１１月１日から３月31日まで
タイヤ規制が敷かれ検問が設けられるころもあります。タイヤメーカーは外気が７℃以下になりましたらスノーフレークマーク付きのタイヤの使用を推奨し
ています。通年使用が可能でスノーフレークマークが付いた「オールウェザータイヤ」とよばれるタイヤもあります。
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TOWING SERVICE （レッカー移動サービス）

各地域のレッカー会社一覧

VANCOUVER
BUSTERS TOWING (604-685-8181)
DRAKE TOWING (604-251-3344)

BURNABY/NEW WESTMINSTER 
MUNDIES TOWING (604-685-8181)

COQUITLAM / POCO / PORT MOODY
(TRI-CITIES)
COQUITLAM TOWNING (604-939-6474)

SURREY
SURREY TOWING (604-897-5336)

DELTA
DELTA TOWING (604-330-1748)

NORTH VANCOUVER
PAYLESS TOWING (604-988-4176)

SQUAMISH / WISTLER /PEMBERTON
PAYLESS TOWING (604-988-4176)

VICTORIA 
TOTEM TOWING (250-475-3211)

KELOWNA 
KELOWNA TOWING (250-800-2684)

➢ ICBCの自動車保険オプショナル特約 （ROAD SIDE PLUS）に加入されていますと年間２回 ５０ドルまでカバーされます。
（事後還付）

➢ 上記の多くが行政の委託業者です。駐車違反等でレッカー移動された場合は、電話にて確認が出来ます。

BCAA メンバーシップ www.bcaa.com

ロードサービス 手配 1-888-268-2222

カナダでは、CAA(Canadian Automobile Association)が日本のJAFに相当する

ロードサイドアシスタンス/レッカーサービスを提供しています。（年会費あり）※１

オンラインまたは各地にありますBCAA支店にてご加入いただけます。

アメリカAAAの姉妹団体ですので、カナダ国内はもとよりアメリカ国内にてもロードサービスを

受けることが可能です。 ※2

BCAAでは各種保険商品の販売から国際免許発行まで幅広い業務を行っています。

カナダ、アメリカ国内の博物館や商業施設、宿泊施設、レンタカー等のご利用おいて

会員向けの特典が多く用意されています。

※１ ロードサービスの利用は会員になりまして４８時間後からご利用が可能です。

※２ 利用可能なサービス詳細につきましてBCAAにお問い合わせ下さい。
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運転免許証について

ＢＣ州に転入されたドライバーは３ヵ月以内にBC州の運転免許への切り替えが必要となります！旅行者、ビジターは６ヵ月まで外国で発行された運転免許証
で運転することが認められております。日本で発行される国際免許証の有効期限は１年間となっておりますがＢＣ州の運転規約に従う必要があります。※１

ＢＣ州運転免許証への切替え手順

バンクーバー日本国総領事館にて日本
にて交付された運転免許証の英文翻訳

を依頼する ※２

翻訳された書式を持参のうえ
ICBC Licencing Office 

（免許証センター）に出向く

Licencing Officeにて視力検査、交
通標識や信号等に関する簡易テスト

が行われる

即日中にInterim Licence
（仮発行の免許証）が交付され

後日顔写真の入った運転免許証が
郵送されてくる

日本における運転免許取得年数によっ
ては クラス７ NOVICE

（初心者）の限定が付く場合がある

日本の運転免許がなくＢＣ州にて初めて運転免許証を取得するには

ICBC Licencing Office 
コンピューターの筆記テストを受ける

筆記テストに合格しますと
LEARNER LICENCE （仮免

許）が交付される

クラス５免許保持者が助手席に同
乗して公道にて規定時間の 運転

練習をする「Ｌマーク」必須

ICBC Licencing Office にてオン
ラインにて予約のうえROAD TEST

（路上テスト）を受ける

ROAD TEST に合格
CLASS 7 LICENCE 交付

運転免許の種類

普通自動車運転免許

普通自動車初心者 運転免許「NOVICE」

自動二輪運転免許

自動二輪初心者運転免許「NOVICE」

セミトレーラー運転免許 CLASS 6 以外の運転が可

バス運転免許 CLASS 4, 5の運転が可

２軸以上のトラック、バス、レッカー車他、乗客を乗せての運行は不可

タクシー、リムジン、 UBER等の運転免許 定員１０人までの運行が可

CLASS 5

CLASS 1

CLASS 2

CLASS 3

CLASS 4

CLASS 7

CLASS 6

CLASS 8

※１ 正確な規約はICBCにてご確認ください。
※２ 手続き費用、所要期間は総領事館にてお尋ねください。
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自動車保険について

BC州ではICBC (BC州保険公社）が

自動車登録、ライセンスプレート交付、

自動車保険の販売、運転免許証交付

を一元管理しています。

※ICBCにて加入した自動車保険は、カナダ・アメリカ全土で補償されますがメキシコにおいては別途現地での加入が必要となります。
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1. 用途：通勤、通学、プレジャー、ビジネス、配達など

2. ドライバーの運転歴・事故歴

※現在は、日本の保険会社から英文にて無事故証明を入手する必要が

なくなりました。

3.     お住まいの地域

4.     保険の補償内容：車両保険・包括プラン・対人対物の補償金額・免責金額

の設定により変動します。

5.     登録車両：年式・車種・モデルにより保険料も変動します。

※自動ブレーキ等の安全装備が備わっている車両は１０％の割引対象と

なります。

Third Party Liability Insurance（対人・対物）

ご自身の過失による事故で被害者の物損、人身傷害を補償

最低補償額 $250,000（2500万円 / 1ドル100円換算）

$1Million（1億円 / 1ドル100円換算）

ICBCが推奨する補償額 $2Million

$3Million

$4Million

$5Million

Comprehensive Coverage（包括プラン）
盗難、損壊、火事、天災（地震、洪水、雷、嵐、ひょう等）

飛び石、動物などによる損害の補償

Deductible   免責金額（自己負担金）

$300

$500 免責金額は設定額が大きいほど保険料は下がります。

$1000          設定額が＄３００の場合、飛び石によるフロント

$1500          ガラスの修理自己負担額は＄２００です。

$2500 ※更新時の保険料への影響はありません。

Collision Coverage（車両保険）
ご自分のお車に対する補償

Deductible   免責金額（自己負担金）

$300

$500

$1000            免責金額が大きいほど保険料は下がります

$1500

$2500

年間保険料の差は約＄４０



自動車保険加入内容 ご参考例 ※１

ドライバーAさんの場合 ドライバーBさんの場合 ドライバーCさんの場合

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $3Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $300
● 包括プラン (Comprehensive Coverage)         免責金額 $300
● 使用用途 (Usage)                      通勤 (15km 以上)

【年間保険料】 一括払い ＄１５５２/年間 ・ 分割払い ＄１３２/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $2Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $300
● 包括プラン (Comprehensive Coverage)   免責金額 $300
● 使用用途 (Usage)                      プレジャー

【年間保険料】 一括払い ＄１５４２/年間 ・ 分割払い ＄１３１/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $1Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $1000
● 包括プラン (Comprehensive Coverage)  免責金額 $1000
● 使用用途 (Usage)                      プレジャー

【年間保険料】 一括払い ＄１３０４/年間 ・ 分割払い ＄１１１/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $3Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $300
● 包括プラン (Comprehensive Coverage) 免責金額 $300
● 使用用途 (Usage)                      通勤 (15km 以内)

【年間保険料】 一括払い ＄１６２７/年間 ・ 分割払い ＄１３８/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $2Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $300
● 包括プラン (Comprehensive Coverage)  免責金額 $300
● 使用用途 (Usage)                      通勤 (15km 以内)

【年間保険料】 一括払い ＄１６０８/年間 ・ 分割払い ＄１３７/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $2Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $0
● 包括プラン (Comprehensive Coverage) 免責金額 $0
● 使用用途 (Usage)                      プレジャー

【年間保険料】 一括払い ＄１５６０/年間 ・ 分割払い ＄１３３/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $2Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $300
● 包括プラン (Comprehensive Coverage) 免責金額 $300
● 使用用途 (Usage)                      通学

【年間保険料】 一括払い ＄２２９４/年間 ・ 分割払い ＄１９５/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $2Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $300
● 包括プラン (Comprehensive Coverage)   免責金額 $300
● 使用用途 (Usage)                      プレジャー

【年間保険料】 一括払い ＄２０９５/年間 ・ 分割払い ＄１７８/月額

● 対人・対物 (Third Party Liability Insurance) $1Million
● 車両保険 (Collision Coverage) 免責金額 (Deductible) $0
● 包括プラン (Comprehensive Coverage) 免責金額 $0
● 使用用途 (Usage)                      プレジャー

【年間保険料】 一括払い ＄１４００/年間 ・ 分割払い ＄１１９/月額

運転歴：１５年以上、無事故・無違反
居住場所＆ステータス：バーナビー・移民
車種：２０１５年式 NISSAN ALTIMA

※１ 上記は一例であり、加入者の諸条件、リスクファクターにより掛金ならびに料率は変動いたしますのでご了承ください。 ※２）国際免許証で保険に加入される場合は、ドライバーの運転暦にかかわらず割引は適用されません。
2020年の規約改定前までは日本の保険会社発行の無事故証明が英文で必要でしたが、改定後は不要になりました。BC州での運転免許証切り替え時の際に日本にての運転免許証取得年数がデーター入力されます。

補償内容 ケース１

補償内容 ケース２

補償内容 ケース３

補償内容 ケース１ 補償内容 ケース１

補償内容 ケース２ 補償内容 ケース２

補償内容 ケース３ 補償内容 ケース３

運転歴：１０年以上、無事故・無違反
居住場所＆ステータス：ノースバンクーバー・移民
車種：２０１４年式 TOYOTA COROLLA

運転歴：１０年以上、無事故・無違反
居住場所＆ステータス：バンクーバー近郊・ワーキングホリデー
車種：２０１８年式 HONDA FIT
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飛び石などで、フロントガラス、窓ガラスが割れた際の対処方法

※１ 免責金額が＄５００以上の場合は、ガラス部位問わず設定されている免責金額か、自己負担額となります。
※２ ガラス修理のクレーム内容によりましては、ICBCクレームセンターにての事前のアセスメントが必要になるケースもあります。

自損事故の場合

ICBCの車両保険（Collision)を使っての修理 実費修理

❑ ICBC: 604-520-8222 に電話をしてクレームナンバーを取得後、弊社にご連絡いただけれ
ば、保険利用での板金修理を手配させていただきます。

❑ ICBCの車両保険（Collision）を使った場合、翌年の保険更新時に保険料が上が
る可能性がありますので、予めご確認ください。

❑ 車両保険に加入していない場合や、更新後の保険料が上がることを避けられたい場合は、実費
での修理になります。

❑ 板金修理はコストに応じて様々ですので、弊社ではお客様のニーズに合った修理方法をご提案
させていただきます。 まずは Nippon Auto Centre までご相談ください!

❑ 保険修理後、ICBCが修理費用として払われた金額を納めることで自費修理に切り替えることも
状況によりましては認められます。

ICBC保険の包括プラン（Comprehensive) を使っての修理 実費修理

❑ ICBCの包括プラン（Comprehensive）に加入していて自己負担分の免責金額
（Deductible）を$300に設定している場合、フロントガラスに限り$200の自己負担で修理
可能です。

❑ ICBC認定ガラス修理業者が施工する場合は、事前にICBCにクレームする必要がなく直接修
理を受ける事が可能です。

❑ ICBCの包括プラン（Comprehensive）に加入されていない場合は、実費修理となります。
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万が一交通事故に遭われたら

負傷者がいる場合 物損のみで人身被害がない場合

すぐに911に電話して救急車を呼ぶ、救護措置 通常車両が自走できる規模の事故でしたら警察に通報する必要はありません

事故の当事者、目撃者の情報交換をしてください

①相手の 運転免許証 と 自動車保険証書/登録証書にて所有者 (Registered Owner) 、使用者を確認する （リース車両などで運転手と所有者が異なるケースがある為）

②相手の 運転免許証番号 ●名前 ●住所 ●電話番号を記録する

③双方の車両の破損状態とライセンスープレート（ナンバー）を携帯電話等で撮影、記録をする

④相手の車が BC州外の車両や ICBC 以外の保険会社に加入している場合、●保険会社の情報も記録する

⑤目撃者がいる場合は、氏名と連絡先をもらう（後日、過失割合の証明に役立つ場合があります）

⑥事故発生の場所、方角、進行方向、走行車線、発生時の状況を書き留める。警察が出動した場合は Police File Numberを警察官から入手する

⑦車載カメラがある場合は、メモリーカードを抜き取るなどの証拠保存を行う

48時間以内に ICBC に電話でクレームする (DIAL-A-CLAIM 窓口) ※日本語同時通訳サポートあり

●運転免許証 ●自動車保険証書 ●事故発生時の詳細を手元に用意して ICBCに電話にてクレームする：604-520-8222、 フリーダイヤル: 1-800-910-4222

落ち着いて二次被害に遭わないように安全な場所へ退避してください！

事故相手が非協力的または恫喝するような事態の場合は迷わず９１１へ電話をすること！
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事故状況の記録図

日付： 月 日 ２０ 年

時刻： ： AM  /  PM

発生場所：

天候/道路状況：（積雪ありなど）
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免許証番号 Driver’s Licence Number

氏名 Name

住所 Address

電話番号 Phone Number

ライセンスプレート番号（ナンバープレート） Licence Plate Number

保険証書/登録証書に記載の所有者、使用者 Name of Registered Owner/User

保険会社名の確認
(ICBC 以外の場合)

Insurance Certificate (If not ICBC)

事故発生日時、場所、天候
事故発生状況詳細、同乗者の有無

When / Where / How
The Accident happened

全ての車の破損箇所の画像 Photo of the damage(s)

目撃者の情報 Witness Information

車載カメラがあればメモリーカードを抜き取る（また
は記録媒体をロックする)

Remove a Memory Card from Dash Cam 

17

事故の際に必要なインフォメーション：チェックリスト



免責事項: ガイドブックは2021年5月時点での資料を元に作成しております。記載内容に変更があった場合、記載内容の誤りによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。
無断での複製、転載等を禁止します。

❑ 中古車販売
❑ 中古車買取り
❑ 新車購入仲介
❑ 自動車輸出
❑ 短期滞在者向けプラン
❑ 整備・修理全般、タイヤ販売、タイヤ保管
❑ 板金修理 / ICBC保険修理（協力会社対応）
❑ ガラス修理 / ICBC保険修理（協力会社対応）
❑ ダッシュ＆バックカメラ（車載カメラ）の販売・取り付け

6755 Kingsway, Burnaby, BC  V5E 1E4 （日系センター向かい）

www.nipponautocentre.com

Quality Pre-Owned Cars

Phone: 604-777-(AUTO)2886

e-mail: nakamura@nipponautocentre.com

mailto:admin@nipponautocentre.com

