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　サーキットはレースを行う場所であるととも
に、趣味車のオーナーたちが集い、旧交を温め
る格好のステージでもある。かつて『ネコ・ヒ
ストリック・オートモビル・フェスティバル』とし
てツインリンクもてぎや富士スピードウェイで開
催されていたサーキットイベントが、今年『ネ
コ・オートモービル・フェスティバル2015』（以
下NAF）として復活を果たした。
　新たな舞台となった袖ヶ浦フォレストレース
ウェイは2009年に誕生した新しいサーキットだ
が、都心から近く、また曲線が多いテクニカル
なコースレイアウトなどから人気を集めている。
ただレースをするだけのレーシングトラックは日
本にも数多く存在しているが、アマチュアドラ
イバーがゆったりと週末のイベントを満喫でき
るようなロケーションを持ったサーキットは、そ
れほど多くはない。こういったイベントはとかく
運転する本人しか楽しめないものになりがちだ
が、NAFでは当日サーキットを訪れたヒトなら
誰もが楽しめる催しが数多くプログラムされて
いたのである。
　年間1000を越えるヒストリックカーのサー
キットイベントが開催されるイギリスでは、エン
トラントも観客も家族全員でサーキットを訪
れ、青空の下で1日を過ごす。彼らにとってそれ
は特別なことではなく、古くから続いてきたごく
普通の嗜みだ。しかし我が国ではまだ、自動
車趣味がイギリスのように文化的なレベルで
認知されているとは言い難い。だからこそ、ク
ルマ好きの輪を広げるため、連綿と続けること
が何よりも重要なのである。
　クルマ好き同士を結びつけ、そして未来の
趣味人を育てるための種を巻く場所。NAFが
今静かに、その第一歩を踏み出した。
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自動車趣味は、ヒトとクルマがあるだけでは思うように加速していかない。
集まるための最適なステージと、多くの人を呼ぶためのイベントが不可欠なのである。
今年復活を遂げた通称"NAF"は、サーキットイベントの新たなスタイルを切り拓く。

COURSE
コース上では、イギリス、イタリア、フランス車をそれぞれテーマとしたス
ポーツラン、ノンジャンルのNAF壮行会、先導走行付きのパレードラン
やファミリーラン、サーキットタクシー、デモランなどが行われた。もちろん
カー・マガジン主催の走行会『レーシング・パドック』も！

FOR KIDS
ピットエリアにおいてミニッツなどのラジコン体
験が可能だったほか、コントロールタワー横に
ある研修棟2階に用意されたキッズルームで
は、子どもたちがお絵描きなどを自由に楽しむこ
とができた。ウレシイことにクルマの絵を描いて
いるキッズが多かった。

PIT
本誌を始めとした各誌や協賛メー
カーが話題のクルマや商品を展示
したこともあり、ピットエリアをひと回
りするだけで自動車業界の最新ト
レンドを知ることができた。銘柄が
異なる各種タイヤを提案してくれた
シノハラタイヤのブースでは、タイヤ
交換のデモが行われた。

CIRCUIT TAXI
出走台数が20台強という、弊社関連イベントでもかつてない規模にて
実施したサーキットタクシーは大盛況。レーシングカーからスポーツカーま
で多彩な顔ぶれだったが、中でも注目されていたのは子どもたちを対象
とした2台のカウンタックによる同乗走行、『カウンタックシー』だった。

出走車両の駐車スペースでは、各ブランドの名車たちが整列したシーンを
楽しむことができた。新旧様々なクルマが並んでいたので、この日ばかりは
ちょっとした博物館と化していたのだ。なお他にも後にご紹介するオート
ジャンブルやデモカーブース、ステージイベントなどで盛り上がった。

PADDOCK

TOP ISSUE  Let's Enjoy Historic Car Event! NEKO AUTOMOBILE FESTIVAL 2015●開催日: 4月25日●開催地: 袖ヶ浦フォレストレースウェイ●参加可能車両: カテゴリーごとに規定●問い合わせ先: ネコ・パブリッシング●URL: http://www.hobidas.com/naf2015/

レース形式もタイムアタックも厳しいレギュレーションもなく、
気軽にサーキット走行を楽しむには最適。サーキットタクシー
の充実度は随一で、子供向けカウンタック・タクシーも実施！
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帰ってきた趣味車好きのための祭典
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アストンマーティンからは、V12ヴァンテー
ジSとラピードS、そしてヴァンキッシュと

いう12気筒モデル3台が"サーキットタクシー"
の車両として登場。なんとも贅沢なラインナッ
プが実現した。ドライバーを担当したのは、今
年もアストンマーティンとともにニュルブルクリ
ンク24時間レースへ参戦を果たした、桂伸一氏
を筆頭とする3名である。桂氏はラピードSのス
テアリングを握り、「このイベントは、いろんな
国のクルマを一度に見たり、運が良ければ同
乗走行を体験したりすることもできて、とても楽
しいと思いますよ。今回僕が乗ったラピードS
は、純粋なスポーツカーに近いパフォーマンス
を持つ一方で、リアドアとリアシートがあること
によって、プラスアルファ以上の実用性もありま
す。4人の乗員が、同時にアストンマーティンを
快適に楽しむことができるという点では、本当
に稀有なクルマと言えるんじゃないでしょうか」
とコメントした。
　また、アストンマーティン・ジャパン広報マ
ネージャーの寺嶋正一さんの、「普段の街乗り
では高貴な性格の際立つアストンマーティンで
すが、サーキットという非日常の空間では別の
側面があることをご理解いただけると思いま
す」という言葉のとおり、世界で最も高貴なブラ
ンドのひとつであるアストンマーティンが併せ
持つ勇猛果敢なキャラクターは、この日同社が
サポートした『ROSSOスーパーカー・パレード
ラン』に出走した一般参加車両ともども、いか
んなく発揮されることになったようだ。

CLOSE UP1

 Aston Martin
非日常で勇猛果敢なキャラを体感

今回の占有走行枠に参加したアストンマーティ
ン・オーナー&車両とサーキットタクシーを担当し
たドライバー3人による記念撮影。この日は延
べ22台のアストンマーティンが集まり、サーキッ
トを走行した。なかなか見ることのない光景は、
会場でもかなりの注目を集めていた。

ステージには、アストンマーティンで毎年ニュルブ
ルクリンク24時間に出場した桂氏が登壇。"ニュ
ル論"やアストンの素晴らしさなどを語った。

アストンマーティンは、占有走行
の参加者専用のVIPルームを用
意。ドライバーズミーティングもこ
ちらで行われた。また、昼食には
特製弁当がふるまわれた。

アストンマーティンのフラッグシップモデルであるヴァンキッ
シュ。"究極のグランドツアラー"の名に恥じぬ走りで、この日
の体験同乗者を魅了した。

今回登場した3台の中で最もコンパクトかつ軽量なモデルな
がら、12気筒エンジンを搭載するV12ヴァンテージS。現行ア
ストンマーティンで最もスポーティなモデルだ。

専用のピットには、サーキットタクシーに使用された3台が佇む。この正
面、パドック側には占有走行枠、『アストンマーティン・トラックエクスペリエ
ンス』に参加するアストンマーティンたちが、その時を静かに待っていた。

ラピードSがサーキットタク
シーとしてフル稼働。4枚
ドアでは望外の剛性感を
はじめとした走行性能の
高さを、サーキットでもいか
んなく発揮した。
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この日、屈指のハイレベルなスポーツ走
行が展開された『ブリティッシュスポー

ツ・ラン』。そのサポーターとなったのは、
ケータハムとロータスである。しかしその合同
ピットスペースで最も注目を集めていたのは、
ケータハム160の傍らにひっそりと置かれた
KTM X-BOW GTであった。実はこのほど、
KTMも彼らの取り扱いブランドとして名乗り
を上げたのだ。
　これまでケータハムの名物男として知られて
きたジャスティン・ガーディナーさん曰く「どちら
も本物のスポーツカーですが160とX-BOWで
はキャラクターがまったくの別モノ。今回は、そ
の比較を愉しんで頂けたのではないでしょう

今回、3台の最新ルノー・スポールを持ち
込んだルノー・ジャポン。同社マーケ

ティング部マネージャーの内田浩行さんはカッ
プスタイルに仕立てたルーテシアR.S.につい
て、「本国のカップカーのエアロパーツを、さら
に高いクオリティを追究するためにわざわざ日
本で再現した、日本国内だけのスペシャル
バージョンです。海外のル
ノー・ディーラーも大注目
のクルマなんですよ」と語っ
てくれた。
　そして今回サーキットタク
シーでドライバーを担当した
のは、スーパーGTで活躍中

イギリス車ならどんなクルマでも走行可能な『ブリティッ
シュスポーツラン』は、LCI&SCIサポートということもあ
り、やはりロータス系の車両が目立った。

軽自動車登録のセブンとして話題となったケーターハ
ム160は、サーキットタクシーで登場。軽自動車になっ
ても、そのスポーツさは失われない。

パドックに並ぶ2台のエキシージ。左のエキシージSは
ロータスカップ参加車で、サーキットタクシーに使用さ
れた。右はエキシージSロードスターだ。

ステージではエキシージでSUPER GTに参戦中の加
藤寛規選手とケーターハム・ジャパンのジャスティン・
ガーディナーさんによるトークショーが行われた。

スーパーGTにも参戦しているレーシングドライバー、
柳田真孝選手と、同選手がサーキットタクシーでドライ
ブしたルーテシアR.S.のツーショット。

展示用にワンオフ製作された派手なカッティングが印
象的なこちらのルーテシアR.S.は、キット・スポール（ス
テンレスマフラー、リアスポイラーなど）装着車。

2台のルーテシアR.S.とメガーヌR.S.が並ぶルノーの
ピット。イエローのボディがアイキャッチとなり、左奥の
イギリス勢とは違った存在感を放っていた。

ルノー・ジャポンのブレン・フレデリックさんが登壇した
ステージではルノー・トークで盛り上がったほか、ジャン
ケン大会でも貴重なグッズを提供した。

SCIで取扱いとなったKTM X-BOW。最新技術の結晶とも
いえるX-BOWはセブンとは性格の異なるクルマであるが、
LCI&SCIの得意分野である"軽量ピュアスポーツ"という点
において共通する。

『ルノースポーツラン フィーチャリング ルノー・ジャポン』での
ショット。スポーツ走行枠ということもあり、やはりルノー・スポー
ルの車両が目立つ。

か。昨2014年はケータハム42年の歴史におい
ても最高の売り上げでして、日本でも素晴らし
い実績でした。一方のロータスも、昨年初めて
日本市場がイギリス本国を抜いて、世界ナン
バーワンマーケットになりました。これからは
KTMも、同じくらい日本の皆さ
んに愛していただける
ように精一杯頑張って
いきたいですね」。

の柳田真孝選手だ。「現行ルーテシアR.S.に
乗るのは初めてでしたが、速いですね。DCT
のシフトアップや変速スピードは、ドライバーの
感性にピッタリ。足まわりもけっこうシッカリして
いて、コーナーでの安定感が良いだけでなく、
タイヤの撓みも感じられるなどフィールも素晴ら
しい。またこのクルマは専用エアロが入ってい
るせいか、ダウンフォースもロードカーとしては
かなり効いていましたね」などとコメントした。

TOP ISSUE  Let's Enjoy Historic Car Event! 

CLOSE UP2

LCI & SCI
KTM X-BOWの取り扱いを開始！

CLOSE UP3

Renault
日本独自の特別仕様に海外も注目
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Fタイプ・プロジェクト7を初展示！

ジャガー・ランドローバー・ピットにおける
最大のトピックはやはり世界限定250台、

日本には3台のみ導入されることが決定したば
かりの『ジャガーFタイプ・プロジェクト7』が、
展示されたことだろう。走行こそなかったが、
恐らく国内でも最も早い時期のサプライズだっ
たこともあり、周囲は人の輪が絶えなかった。
　もちろん"サーキットタクシー"に出展された
ジャガーFタイプRとXJR、そしてレンジロー
バー・スポーツの人気も上 。々FタイプRのドラ
イバーとなったモータージャーナリスト兼レーシ
ングドライバーの佐藤久実さん曰く、「Fタイプ
Rはサーキットで走らせると、私以上に（笑）じゃ
じゃ馬だから、同乗された方も、結構楽しんで
頂けたと思います」とのことだ。
　一方、ほかの2台もV8スーパーチャージャー
の心地良いサウンドを轟かせ快走。ピットに
戻った際には、同乗走行を終えたギャラリーた
ちは満面の笑顔で歓声を上げることになった。
　研修棟2Fに特設されたVIPルームでは、今
回のパレードランにエントリーしたジャガー（全
車"R"の付くモデル！）のエントラントたちを対象
に、ジャガーの歴史から話題の最新モデルXE
および新型XFの解説。さらには近い将来デ
ビューが噂されるSUV『F-PACE』の予告に
至るプレゼンも開催。都内のさる有名ケータリ
ング専門店が用意したお洒落な軽食とともに、
これから愛車とともにサーキット走行に臨む
ジャガー・オーナーたちが、実にリラックスした
時を過ごしていたのが印象的であった。

この日はジャガーの車両のみで行われる
パレードラン、『ジャガー・エクスペリエン
ス』が開催された。ユニオンジャックを組み
合わせたオリジナルゼッケンを用意。

ジャガーのフラッグシップ、XJRもサーキットタクシーに登場。ラグ
ジュアリーサルーンでありながら、スポーツカー顔負けのパフォー
マンスを見せた。

こちらはデビューしたばかりのディスカバリー・スポーツ（詳しくは
p140～）。また、レンジローバー・スポーツはサーキットタクシーに
供され、同乗者を楽しませた。

当日はジャガーのパレードラン参加者に向けたVIPルームも用
意された。ページ右上のようなケータリングも用意され、参加者
は終始リラックスした様子だった。

ジャガー・ランドローバーの若林広報部長と佐藤久実さんによる
トークショーも開催。その後のじゃんけん大会では、ジャガーの記
念品らが賞品として提供された。

ピットにてサプライズ展示されたFタイプ・プロジェクト7は、国内販売わずか3台の限定
車。車名の"7"とはジャガーのル・マン24時間レースでの優勝回数に由来し、そのなか
でも3度の優勝を誇ったDタイプからインスピレーションを得ての製作となった。

ジャガー・エクスペリエンスの走行シーン。
XE、Fタイプといった最新モデルが走る。パ
レードランのため全開走行でこそなかったが、
会場には快音を響かせていた。

CLOSE UP4

Jaguar & Land Rover
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今回、新旧のイタリア車がフリー走行を楽
しむ『イタリアンスポーツ・ラン』をサ

ポートしたmCrt（ムゼオ チンクエチェント レー
シングチーム）は、本誌ではお馴染みの存在。
その活動は詳しく説明するまでもないが、スー
パー耐久と全日本ラリー選手権にアバルトとと
もにチャレンジするレーシングチームでもある。
　今回の"サーキットタクシー"では、4月11～12
日に佐賀県唐津で行われた開幕戦でクラス優
勝を果たしたばかりのアバルト500ラリーR3T
を眞貝知志選手が、スーパー耐久用マシーン
のアバルト500アセットコルセを蘇武喜和選手
がそれぞれドライブするという、現役マシーン
と現役ドライバーの組み合わせが実現した。

MINIはもちろん、ここ数年ではフィアッ
ト500のファンの間でもすっかり有名に

なったカバナは、わが国におけるインテリアド
レスアップを力強く牽引しているスペシャリス
ト。また昨シーズンからは『トヨタ86／スバル
BRZワンメイクレース』に自らチームを結成して
フルエントリーするほか、今季からはアバルト
共にスーパー耐久を闘う『ｍＣｒｔ』のサポート
活動も行うなど、サーキットでもすっかりお馴染
みの存在となりつつある。
　今回、同社がサポートした『Tipoチキチキ・
ラン』では、安藤宏社長も自らレーシングスーツ
に身を包んでステアリングを握ったほか、カバ
ナ仕立てのインテリアで仕上げたアバルト

カーナンバー50がスーパー耐久用のアバルト500アセットコ
ルセ。その隣、49を付けるアバルト500ラリーR3Tは本誌
443号でもご紹介した車両だ。その奥には、フォーミュラ・アバ
ルトの姿がみえる。

パドックにて展示されていたカバナ仕立てのアバルト595C
ツーリズモは、サーキットタクシーでもフル稼働。レーシングド
ライバー井尻薫選手による、ルーフ全開のスポーツ走行は
好評を博した。

　さらに昼休みに行われたエキシビション走
行では、フォーミュラ・アバルトをスーパー耐久
ドライバーの大賀祐介選手がドライブし、会
場に訪れたギャラリーたちを魅了。モータース
ポーツに全身全霊を注ぐ現代アバルトとmCrt
の活動をアピールすることに成功していたよう
だ。今年もmCrtは両カテゴリーに参
戦中なので、今後の活動
にも注目頂きたい。

595Cツーリズモが展示されるピットスペースで
は、センスと仕上げの美しさともに定評のある
カバナのインテリアグッズが即売されるなど、こ
の日の袖ヶ浦では、『カバナ』の世界観が存分
にアピールされることになったようである。また、
"スポーツカーに乗っている女性集
団"、とんがりガールズ
の来場でも注目を集め
ていた。

CLOSE UP5

mCrt

CLOSE UP6

Cabana

2台のアバルト500レースカーが登場

内装のスペシャリストが世界観をアピール

フォーミュラ・アバルトがサーキットデモランを実施。大
賀選手はこのピーキーな1.4リッターターボマシーンを
難なく乗りこなし、会場を沸かせた。

アバルト500ラリーR3Tと、それを囲む3人のレーシング
ドライバー。左より、大賀祐介選手、蘇武喜和選手、眞
貝知志選手。3人ともmCrtの現役ドライバーだ。

イタリアンスポーツ・ランでは、計15台のイタリア車が
サーキットを走行した。こちらは、S耐仕様マシーンの
雄姿。その後ろをジュリエッタが駆ける。

695トリブートフェラーリも会場に姿を見せた。アバル
ト500で使用されるIHI製タービンはギャレット製へと換
装され、1.4リッターながら180psを誇る。

カバナがサポートしたTipoチキチキ・ランには33台が
エントリー。同社が得意とするMINIはもちろん、さまざま
な車種が混走する走行枠は、実ににぎやかだった。

内装、外装共に仕上げられたこちらのMINIは、カバナ
のデモカー。専用ピットにて展示され、カナバならでは
のセンスに来場者の多くが見入っていた。

ピットでは、カバナ製インテリアグッズの販売スペース
も設けられた。会場特別価格（20%オフ！）で販売され
たので、次回の出展時には注目されたし。

レーシングドライバー井尻薫選手と、とんがりガールズ
の鈴木珠美さんらによるトークショーの後は、カバナ製
品をかけたじゃんけん大会が行われた。

TOP ISSUE  Let's Enjoy Historic Car Event! 
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 Pit & Paddock

ブレーキ関連パーツのリーディングカンパニー
であるエンドレスは、ルノー・スポールを始めとす
るスポーティなヨーロッパ車向けのキャリパー、
ローター、パッドも設定していることをアピール。
ブース内に展示した1958年式モーリス・マイ
ナー1000コンバーチブルは"今でも安心して
乗ることができる"というコンセプトのもとに現
代的なレストアを施したもので、足まわりにエン
ドレス・ブレーキキャリパーキットなどが組み込ま
れていた。

ENDLESS
またがり体験ができたホンダモーターサイクル
ジャパンのブース。展示車はリアにユーティリ
ティボックスを装備しボリューム感あるデザイン
となっている『NM4-02』のカラーオーダープラ
ン仕様、『ゴールドウイング』、『CB1300 
SUPER BOL D'OR E Package Special 
Edition』、マリゴールドイエローの『グロム』、グ
ラファイトブラックの『モンキー』（モンキー・くま
モンバージョン）、懐かしいネーミングで復活した
『タクト』といったラインナップだ。

HONDA MOTORCYCLE

写真左上から右へ、オフィス403、
ロンバルディ、OTオートモーティブ、
ミラノオートサービス、アッソインター
ナショナル、同じく2段目左からオー
トポワルージュ、PSA東京、ピアー
ス コンツアー、ライトアップニッポ
ン、続いて3段目左からCarイラスト
レーター：Ken-1 Hayashibe、弊社
ホビダス、ワールドインポートツール
ズ、お笑いレストア道場の各ブース
がオートジャンブルエリアに展開さ
れた。自動車趣味の奥深さを再確
認できるオートジャンブルは、もっと
充実して欲しいエリアのひとつだ。

AUTO JUMBLE

写真左上から右へ、インター・ラピ
ス、プルミエールオートモビル（シトロ
エン・カクタス！）、ニートRV、2段目左
からBRP、ポテンシャルカープロジェ
クト、オートスクエアーエノモトによる
デモカーエリア。こう見ると、各社と
も実に個性豊かなブースだ。

DEMO CAR
世界の名車たちが居並ぶパドック
の一角に飲食エリアも用意され、コ
ンビニエンスストアでお馴染みの
ローソンが出張店舗を展開し、麺
屋紅丸およびMEALBOXXが移
動販売車を使って美味しいランチ
を販売した。

FOOD

気になる逸品を手に取りながら自動車趣味の奥深さを再確認
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Car Magazine Racing Paddock

P20～でご紹介させて頂いたBowさんのロータス47GTとトライアンフTR3は、走行時間以外は終日カー・マ
ガジン・ブースに展示。Bowさんは吉田拓生本誌顧問とのトークショーに参加し、その流れで行ったジャンケ
ン大会では貴重な原画のラフを提供！ この世にふたつとない貴重な品に、当選者は感激していた。さらには
当日ホビダス・ブースでカー・マガジン最新号かBowさんグッズを購入した方限定で、サイン会も行った。

深水直文さん●1964年式ポルシェ356C
遊び心たっぷりながら、中身はかなりのパフォーマ
ンスアップを図っているとお見受けした356C。
オーナーの深水さんにお話を聞くと、ハイカム、ハイ
コンプピストンなどを組み込み、フラット4ユニットは
かなりのハイチューンの様子で、さらに足回りには
ナロー用のスタビをセットするなど工夫が凝らされ
ている。なんとも"やる気"を感じさせるモディファイ
に惹かれたが、実は深水さん、Bowさんのご友人
だった。「15年ほど前に大好きだった356でサー
キットを走るようになったのですが、そのきっかけは
彼に出逢ったことなんです」。もともと1961年式カ
ブリオレを所有し、オリジナルコンディションで楽し
んでいたが、Bowさんに感化され走りを追求するよ
うになったそうだ。

岡村正仁さん●1964年式モーリス・ミニマイナー
東京ベイサイド・クラシック・カップやサイドウェイ・ト
ロフィーに出場している岡村さんは、ここ10年ほど
ミニでモータースポーツを楽しんでいる。「1970年
代から1980年代にかけて開催されていたVWゴ
ルフ・ポカールレースに出場していました。そのほか
にジムカーナ等にも手を染めていたのですが、ミニ
が驚くほど速いんです。それを目の当たりにして、い
つかミニで走ってみたいなと思っていました」とのこ
と。「エンジンはクーパーS用でドグミッションを組み
合わせていますが、ボディのしっかりしたコンディ
ションの良いクルマが多いので、ベース車両はミニ
マイナーを選びました」と岡村さん。ミニでレースを
するようになって仲間が増えたことが、「いちばん
の収穫」と笑う。

三浦祐介さん●
1970年式ロータス・ヨーロッパSr.2
耳を疑い思わず聞き返してしまったが、14年ほ
ど前に手に入れたヨーロッパSr.2は三浦さんに
とって"初めて所有したクルマ"だという。「スー
パーカー世代ですから、きっかけは『サーキット
の狼』です。そのスタイルにひと目ぼれでした。
子どもの頃、家族で箱根にでかけたときヨー
ロッパに遭遇し、両親に『追いかけて～』と頼
み込んだことがありましたっけ」と話してくれた
三浦さん。結婚と同時期に転職し、そのタイミ
ングで（！）購入したそうだが、「人生の大きな転
機にヨーロッパを手許におくことで、がんばれ
る、がんばろう……そんな気持ちでした」と振り
返る。一途な覚悟を奥様にも理解してもらえ、
以来、ロータスのオーソリティであるベンオート
にてメンテナンスを行い、グッドコンディションを
保っている。

21台のヒストリックカーたちが走行！
今回のNAFでカー・マガジンは『レーシング・パドック』というカテゴリーを主催させて頂い
た。参加車はカーマガでメインとするところのヒストリックカー、つまり1979年以前、もしくは
その同型車両となっており、。当日は21台のヒストリックカーたちが走行。ここでは事前の
お約束どおり全車を掲載させて頂きつつ、実際にお話を伺うことができた7人/7台をク
ローズアップし、ご紹介する。来年はもっと多くの参加をお待ちしております！

TOP ISSUE  Let's Enjoy Historic Car Event! 
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山田 裕さん●1972年式アルファロメオ2000GTV

「最初はオリジナルのまま乗るつもり
だったんですよ。けれどバンパーを外し
て、内装を取り払ってと手をかけていく
うちに、こうなりました」と笑う山田さ
ん。本格的にサーキット走行を楽しめ
るようにロールケージも組んでいるが、
2002年に購入してから現在のスタイ
ルに仕上げるまでに2年はかからな
かったそうだ。実は以前本誌にカ登場
していただいているが、取材時は海外
でお仕事中だったためクルマだけの
紹介となった。アルファロメオの魅力
にとりつかれたのも、フランス在住時
で、「"人の手が加わったクルマ"という
雰囲気がいいですね」と、この時代の
アルファロメオを愛する。

田村寿拡さん●1965年式ロータス・エランSr.2

英国クラブロータスのジャパン・エリア
として長い歴史を持つCulb LOTUS
からは、前出の高木さんをはじめ6名
が愛車の走りを楽しんだ。そして当
日、クラブメンバーのまとめ役として尽
力していたのが田村さん。エランを
サーキットに持ち込むのは8年ぶりと
のことだが、果敢な走りを披露した。
「MGAやBを乗り継ぎ、浮谷東次郎
さんの活躍を通してずっと前からあこ
がれていたエランを手に入れたのが
25年ほど前。ロータスは自分でいじれ
るほどつくりがシンプルなのに、現代
のクルマと遜色なく走れます。エラン
は速さにつながる軽さ、それが最大の
魅力でしょうね」と話してくれた。

高木祐太郎さん●1973年式ロータス・ヨーロッパ・スペシャル

オリジナルの雰囲気をよく残したヨー
ロッパ･スペシャルだなと感じてお話をお
聞きすると、「フレームや見ためには手を
つけていませんが、エンジンはBDGブ
ロックで、モーターサイクル用のインジェ
クションを組み合わせてあります。また、
足まわりにはレース用のサスやエリーゼ
のパーツを流用して、乗りやすく、そして
速いヨーロッパを目指しました」と、Culb 
LOTUSのメンバーである高木さん。す
でに30年以上も乗り続けているが、軽
さを利したシャープな乗り味は、いまでも
色あせないという。996型GT2も所有し
ているそうだが、それとはまた異なるベク
トルの痛快さを、見いだしているようだ。

是枝正美さん●1967年式アルファロメオ・ジュリア・スーパー

『BLUE ATAMINO ITALIA』などヒスト
リックカーイベントのプロデュースも行う
是枝さんは、生粋のクルマ好き。16歳で
軽免許を取得してから手に入れたクル
マは、なんと282台！　現在13台を所有
するというが、最近のお気に入りはイタ
車なのだそう。ジュリア･スーパーもそん
な一台だが、街乗りも苦にしないサーキッ
ト仕様をコンセプトに仕上げた。「1950
～60年代のクルマには惹かれるものが
あります。それをベースに手を加えて、自
分好みに仕上げる過程が楽しいです
ね。アルファロメオを筆頭に、イタリア車
はエンジンノートがいい。もちろん操る楽
しさを感じさせる走りも好みです」。

出会いも付き合い方もそれぞれだが、答えはひとつ。走るのは楽しい！
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ティーポ・オーバーヒート・ミーティング2015
● 開催日：2015年7月19日
　（エントリー締め切り6月18日）
●開催地：岡山国際サーキット
●   参加可能車両：カテゴリーごとに規定
　（ただしRV車両、全高1550mm以上の車両は不
　可。詳しくは下記ホームページをご覧ください）
● 問い合わせ先：http://www.hobidas.com/
　event/tohm/2015

ネコ・オートモービル・フェスティバル2016
●開催予定日:2016年4月24日
●開催地:袖ヶ浦フォレストレースウェイ
●参加可能車両:カテゴリーごとに規定
● 問い合わせ先:ネコ・パブリッシング
　URL:http://www.hobidas.com/naf2016/
（開設準備中。2015年のページは、数字を2015にしてご
覧下さい）

●開催予定イベント

Recommend Model
趣味車であればどんなクルマでも

ネコ・オートモービル・
フェスティバルとは？

上にも書いたとおり敷居の低さがウリなので、参加にオススメしたい
のは基本的にどんなクルマでも、となる。もしこれから趣味車を購入
して……ということであれば、パーツも豊富なミニを始めとした英国
車系はいかがだろうか？ もし参加できるクルマがなくても、サーキット
タクシーは申込み可能なので、遊びに行くだけでも価値ありだ。

安藤 圭さん●
1972年式アルファロメオ2000スパイダー・ヴェローチェ
スパッと切り落としたカムテールを採用するSr.2スパイダー。近年では
レーシングメイト・スーパーバトルのヨーロピアン・クラシック・チャレンジな
ど、サーキットイベントに積極的に参加する。

佐々木 守さん●
1964年式アルファロメオ・ジュリア・スプリント・スペチアーレ
ジュリアをベースに、ベルトーネ時代のフランコ･スカリオーネが手がけた
流麗なボディをまとう2シータークーペ。このSSは、レッド&ホワイトの2トー
ンに塗り分けられたカラーリングが印象的。

五十君隆彦さん●
1975年式BLMCミニ
1969年から1977年までのMk-Ⅲミニ。クラブマンが登場してフェードア
ウトするかと思いきや、巻き上げ式のFサイドウインドーを採用して少しば
かりモダンさが増したMk-Ⅲのほうが生き残った。

桜木谷孝夫さん●
1970年式MGミジェット
ホワイトのFRP製ハードトップを装着したMk-IVは、バンパーレス、ロール
ケージ等々、サーキットユースを前提としたモディファイで精悍さを増して
いる。カフェレーサーとしてもお手本のような一台。

三瓶 武さん●
1990年式ケータハム・スーパーセブン 1700SS
OHVケントユニットの搭載車としては最もハイパフォーマンスな
1700SS。やはりセブンにはサイクルフェンダーとレーシングスクリーンが
よく似合う。オーナーの三瓶さんはClub LOTUSのメンバー。

藤浪一帆さん●
1994年式ローバー・ミニ
まだまだヒットリックカーとは呼べないかもしれないが、ローバー・ミニも
サーキットランを楽しむには格好の素材だ。10インチ化してHi-Loキットを
組み込み、ロールケージ＋バケットシートで十分痛快。

藤間文彦さん●
1971年式アルファロメオ
2000GTV
2000GTVでエントリーした藤間さん
は、もう一台、1968年式の1750
GTVも所有する。そしてこちらもサー
キット仕様！ アルファロメオでモー
タースポーツにどっぷりと浸るとは、な
んともうらやましい限り。

萩原 徹さん●
1967年式ロータス・エランS3
レース経験豊富な萩原さんはClub 
LOTUSのメンバー。ハードトップを
被せたエランS3のロードスターボ
ディは、26Rフェンダーで精悍さを
グッと増している。やっぱりエランは
サーキットがよく似合う。

山田伸幸さん●
1986年式ウェストフィールド・イレブン

山田祐治さん●
1983年式GTD40

中島史敦さん●
1986年式アルファロメオ
アルフェッタ1.8GT
トランスアクスルやド･ディオン式サスな
どこだわりの技術を詰め込んだアル
フェッタ。セダンに続いて1974年に登
場した3ドアクーペのGTは、ジウジアー
ロの手によるデザインも大きな注目を
集めた。

1956年から1958年まで製造されたロータス11は、ロー
タス23と並び現在も根強い人気を持つレーシングス
ポーツだが、ウェストフィールド・イレブンは1983年に登場
したその忠実なレプリカモデル。

ル・マンで圧倒的な速さを見せつけたスポーツプロトタイ
プ、フォードGT40には、いくつかレプリカモデルが生まれ
たが、GT.DevelopmentsのGTD40は日本でもよく知ら
れた存在。フォード302 V8を搭載。

門内文明●
1971年式フィアット500L改
弊誌、Our Own Carsでお馴染みの"丸餅"号。さ
まざまなイベントに姿を見せているので、アバルト
695仕様の勇姿をごらんになった方も多いはず。

MGB MkⅡを持ち込んだのは、弊誌顧問の吉田拓
生。さまざまなマシーンで快走を披露しつつ、Bowさ
んとの絶妙な掛け合いでイベントを盛り上げた。

吉田拓生●
1968年式MGB

中本健二●
1967 年式レンハム・スプライト
皆さんに交じって、本誌中本がミジェット
Mk4をベースにクーペボディを組み合わ
せたスプライトで走行。でも早速スピンし
たのは……ナイショ!?

本誌関係者もそれぞれの
マシーンで全開走行

TOP ISSUE  Let's Enjoy Historic Car Event! 

以前は『ネコ・ヒストリック・オートモービル・フェスティバル』として
開催されていた弊社イベントが、『ネコ・オートモービル・フェス
ティバル』として今年から復活。趣味車所有車または愛好家な
ら誰でも楽しめる、敷居の低いイベントとなっている。来年は4月
24日開催予定なので、今年参加されなかった方もぜひ！




