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［国内イベント］

 ◎2017年

■2月/February

 25日-26日 NAGOYAオートトレンド2017
  ＠：愛知県 名古屋市 ポートメッセなごや
   内容：カスタムカーの展示、グッズ・アクセサリー関連

製品の展示・販売、トークショーなど
   入場料：大人2300円（前売り2000円）、小学生800

円（前売り500円）
  問：NAGOYAオートトレンド事務局
  E-mail:info@n-autotrend.com
  
 25日-26日 福岡カスタムカーショー2017 in KITAKYUSHU
  ＠：福岡県 北九州市 西日本総合展示場
   内容：チューニングカー、ドレスアップカー、オーディオ

カー、カスタムバイクの展示、その他自動車関連雑貨
やカスタムパーツの販売

   入場料：大人1300円（前売り1100円）、中高生700
円（前売り500円）、小学生以下無料

  問：福岡カスタムカーショー事務局
  TEL:092-844-8837
  URL:http://www.fukuokacustom.com
  
 26日 静岡三保レトロカーフェスティバル2017
  &ウィンターいすゞ ミーティング
  ＠：静岡県 静岡市 東海大学自然史博物館前駐車場
  内容：参加者親睦会、写真撮影会
   参加可能車両：昭和時代の国産車もしくは外国車、ま

た主催者が参加を認めた車両、いすゞ 車は年式問わ
ず参加可能

  参加費：500円（駐車場代）
  問：いすゞ ミーティング事務局
  E-mail:sayanaoto@yahoo.co.jp
  
■3月/March

 5日 360ミーティング
  ＠：群馬県 伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  内容：360ccの軽自動車によるミーティング
  参加可能車両：総排気量360cc以下の車両
  参加費：無料
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX:0279-55-0576
  E-mail:omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL:http://www.ikaho-omocha.jp
  
 11日-12日 第13回 ヒストリックカーミーティング伊勢志摩
  ＠：伊勢志摩地方を中心とする三重県全域
  内容：ヒストリックカーラリー
  参加可能車両：1980年までに製造された車両
  参加費：1台2名14万5000円
  問：ヒストリックカーミーティング実行委員会
  〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪上吉田34
  TEL&FAX:0568-48-0066
  E-mail:info@historiccarmeeting.com
  URL:http://www.historiccarmeeting.com/
  
 12日 Fuji Wonderland Fes!
  ＠：静岡県 駿東郡 富士スピードウェイ
   内容：富士スピードウェイ開業50周年イベント、グルー

プCカーによるデモラン、クラシックカー展示、ドライ
バートークショー、レーシングカート試乗など

  入場料：無料（駐車代別）
  問：富士スピードウェイ
  〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694
  TEL:0550-781-1234
  URL:http://www.fsw.tv/
  
 26日 東海オールドカークラブ スプリングミーティング2017
  ＠：岐阜県 各務原市 河川環境楽園 東口駐車場
   内容：ヒストリックカーの展示、車両紹介、部品交換

会、ビンゴゲーム他
   参加可能車両：昭和に製造された2、3、4輪車および

主催者が認めた車両
   参加費：1台2500円前後（お弁当お茶付き、料金変

更の可能性あり）
  問：東海オールドカークラブ事務局 横山
  〒503-0911 岐阜県大垣市室本町3-1-503
  TEL:090-8471-5148
  
■4月/April

 1日-2日 Vecchio Bambino 2017 Primavera
  ＠：岡山県 西部エリア
  内容：クラシックカー・チャリティーラリーイベント
   参加可能車両：1972年までに製造されたヨーロッパ製

を中心としたスポーツカー、実行委員会の認める車両
  参加費：1台2名11万円、1台1名10万円
  問：ベッキオ・バンビーノ事務局
  〒700-8677 岡山県岡山市北区柳町2-1-1
  TEL:086-803-7716　TAX:086-803-7027
  
 2日 JAPAN LOTUS DAY 2017
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ本コース
  内容：ロータスオーナーとロータスファンの為のイベント
  参加可能車両：すべてのロータス車
  参加費：要問合せ
  問：エルシーアイ
  URL:http://www.japan-lotusday.com/
  
 8日-9日 第27回 コッパディ小海
  ＠：長野県 南佐久郡 小海リゾートシティー・リエックス
  内容：ヒストリックカーラリー
   参加可能車両：ミッレミリア、タルガフローリオ、ル・マン

などに出場していたスポーツカーやレーシングカー
  参加費：要問合せ
  問：小海町役場観光係 コッパディ小海事務局
  〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1
  TEL:0267-92-2525　FAX:0267-92-4335
  URL:http://www.coppadikoumi.com/
  
 9日 5th フレンチブランチ
   ＠：山口県 美祢市 秋吉ファームガーデン ブルーベ

リーハウス
  内容：ランチミーティング、ビンゴ大会、プチツーリング
  参加可能車両：フランス車
   参加費：大人3000円、小学生1500円、園児1000

円、幼児無料
  問：ラフェスタデッラアウトモービレクラシカ実行委員会
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  
 9日 昭和のくるま大集合2017 Vol.1
  ＠：茨城県 東茨城郡 サテライト水戸大駐車場
  内容：ヒストリックカーの展示
   参加可能車両：1989年までに生産された車両、また

主催者が認めた車両
   参加費：展示3800円、車両展示＋スワップミート(展

示車両前1m)4800円、オートジャンブル(車両2台分
スペース)7000円

  問：昭和のくるま大集合 実行委員会
  〒300-0817 茨城県土浦市永国886-13
  ㈱イシカワ内　バックヤードつくば
  TEL:090-3099-1871（代表 石川）
  
 9日 Café de Giulia 2017
  ＠：埼玉県 秩父郡 和紙の里
  内容：ジュリアオーナー及び愛好家によるミーティング
   参加可能車両：アルファロメオ・ジュリア（105/115）

系の車両
  参加費：1台3000円
  問：Cafe de Giulia事務局
  TEL:090-4733-3003　FAX:049-243-3067
  E-mail:biscione@hotmail.com
  
 9日 THE 銀座 RUN Ethical∞Meeting 2017 春
  ＠：東京都 港区 東京プリンスホテル
  内容：ツーリング、ランチビュッフェ
  参加可能車両：1999年までに生産された車両
   参加費：1台1名2万円、1台2名3万円、3人目以降は

１人につき8000円（記念プレート、記念写真、ゼッケ
ン、ランチ付き）

  問：THE銀座RUN 実行委員会
  TEL:090-3240-5915　FAX:03-3946-4468
  E-mail:info@vaz-sport.com
  
 15日-16日 24th ブリティッシュ・クラシック・マラソン
  ＠：愛知県 石川県
   内容：約600kmのドライブラリー及びジムカーナ、スペシャルステージ

でのタイム計測
  問：ブリティッシュクラシックマラソン実行委員会
  TEL:0564-54-3840　FAX:0564-54-3839
  E-mail:flying-s@sun-inet.or.jp
  
 16日 第31回チームヤマモト・クラシックカーフェスティバル
  ＠：京都府 舞鶴市 舞鶴赤れんがパーク
   内容：コンクールデレガンス、オートジャンブル、スワップミート、ビンゴ

ゲームなど
  問：ヤマモト自動車
  〒623-0102 京都府綾部市上杉町太田12-1
  TEL:0773-44-1358　FAX:0773-44-1801
  
 22日 下田HISTORICA G.P.2017
  ＠：静岡県 下田港 まどが浜海遊公園
  内容：車両展示
  問：下田&熱海HISTORICA G.P.実行委員会事務局
  TEL&FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj@gmail.com

 23日 熱海HISTORICA G.P.Spring Meeting
  ＠：静岡県 熱海市 長浜海浜公園
  内容：車両展示
  問：下田&熱海HISTORICA G.P.実行委員会事務局
  TEL&FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj@gmail.com
  
 22日-23日 IZU Ocean & Mountain Rally 2017
  ＠：静岡県 伊豆半島全域
  内容：タイムラリー
  問：伊豆オーシャン&マウンテンラリー実行委員会
  〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-3-15-311
  TEL:0422-49-6010　
  E-mail:info@nbn-j.com
  
 23日 ミニピア 2017 by らば～・こ～ん
  ＠：岐阜県 中津川市 恵那峡ワンダーランド駐車場
  内容：車両展示、フリーマーケット、抽選会など
  問：ミニオーナーズクラブ らば～・こ～ん 代表 中神一彦
  〒508-0011 岐阜県中津川市駒場1630-100
  TEL:090-7025-7160
  

■5月/May
 7日 第8回富士山オールドカーフェスタ 2017
  ＠：静岡県 富士市 富士市中央公園多目的広場
  内容：車両展示、同乗体験試乗会
  問：富士山オールドカーフェスタ実行委員会 事務局
  〒422-8006 静岡県駿河区曲金7-16-47-807
  TEL:080-2615-5133　FAX:054-284-7213
  E-mail:oldcarfest@yahoo.co.jp
  
 13日 Meet the MG 2017
  ＠：兵庫県 新西宮ヨットハーバー、六甲山ホテル
  内容：車両展示、ツーリング、オートテスト、ロッカーカバーレース、パーティ
  問：神戸MGカークラブ Meet the MG実行委員会 担当:岡野、亀井
  TEL:090-7889-3667（岡野）　TEL:0795-22-3163（夜間:亀井）
  E-mail:okano190@yahoo.co.jp
  URL:http://lalabsd.shiga-med.ac.jp/kmgcc/
  
 14日 ALL JAPAN ISUZU FESTIVAL 2017
  ＠：愛知県 豊田市 香嵐渓 宮町駐車場
   内容：いすゞ 製乗用車・商用車の展示、ボンネットバス乗車会、フリー

マーケット、写真撮影会など
  問：フロントロウG.コネクション事務局
  〒470-2105 愛知県知多郡東浦町藤江大坪17-9
  TEL:090-9189-0944　
  E-mail:sayanaoto@yahoo.co.jp
  
 21日 前橋クラシックカーフェスティバル
  ＠：群馬県 前橋市 前橋商店街アーケード
  内容：ヒストリックカーの展示
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX:0279-55-0576　
  E-mail:omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL:http://www.ikaho-omocha.jp
  

■6月/June
 17日-18日 第14回 グランプレミオアウトストリケ
  ＠：長野県
  内容：タイムラリー
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL:http://www.auto-storiche.jp/

［海外イベント］

 ◎2017年
    

■3月/March
 2日-5日 RETRO CLASSICS
  開催国：ドイツ
   ドイツのシュツットガルトで開催される『レトロ・クラシックス』。2017年

は"イタリアン・ジュエリー"というテーマを掲げ、パニーニ・ミュージアム
所蔵のマセラティA6GCS 53やティーポ61などの展示が予定されて
いる。その他、スタンゲリーニのコレクションからはレーシングカーが出
展される。

  URL:http://www.retro-classics.de/en/
  

■4月/April
 24日-30日 TOUR AUTO 2017 OPTIC 2000
  開催国：フランス
   『ツール・ド・フランス』と言えば100年以上の歴史を持つ自転車レー

スだが、その起源は、自動車を用いた公道レースを指す。この『ツー
ル・オート・オプティック2000』はクルマ版『ツール・ド・フランス』をオ
マージュしたヒストリックカーラリーで、2017年はフランスを真っ二つ
に割った西半分を走破する本家さながらの過酷なコース設定となっ
ている。

  URL:https://peterauto.peter.fr/en/
  

   このコーナーは皆様からのイベント情報を掲載するページです。掲載
を希望される方は、イベントの名称、開催日、会場、内容、参加費、連
絡先（主催者名／電話番号／E-mailアドレス／URLアドレス）を明
記した上、ハガキもしくは封書で開催の3ヵ月前を目安に下記住所まで
お送り下さい。FAX・電話でのお申し込みは一切受け付けておりませ
ん。なお、事情により掲載できない場合もありますのでご了承ください。

  〒153-8545 東京都目黒区下目黒2-23-18
  ネコ・パブリッシング
  カー・マガジン編集部「イベントニュース」係
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