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［国内イベント］

 ◎2017年

■11月/November

 25日 2017 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル
  in神宮外苑
  ＠：東京都 明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前
  内容：車両展示、パレードなど
   参加可能車両：1987年以前に生産されたオリジナル

を基本とした乗用車・商用車（仮ナンバー不可、任意
保険に要加入）

  参加費：1台3000円
   問：トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル 応募

事務局
  〒480-1118
  愛知県長久手市横道41-100
  PHONE:0561-63-5151　FAX:0561-63-5159
  E-mail:xk-ccf@mail.toyota.co.jp
  
 26日 58th SHCC meeting at OISO LONG BEACH
  ＠：神奈川県 中郡 大磯ロングビーチ第1駐車場
  内容：ジムカーナ、スワップミート、クラブミーティング
   参加可能車両：1969年までに生産された車両、およ

びレプリカを含む同型車
  参加費：一般1万5000円、SHCC会員1万円
  問：湘南ヒストリックカークラブ事務局
  〒259-0123
  神奈川県中郡二宮町二宮1932-6 B202
  PHONE/FAX:0463-72-8247
  
 26日 茨木ヴィンテージカーショー
  ＠：大阪府 茨木市 茨木市役所
  内容：車両展示、フリーマーケット、ライブなど
  参加可能車両：1960～1970年代の車両
  参加費：1台5000円
  問：ジャンクヤード
  PHONE:072-638-0200
  URL:http://www.vintagecar-ibaraki.com/
  
 26日 NISMO FESTIVAL at FUJI SPEEDWAY 2017
  ＠：静岡県 東駿東郡 富士スピードウェイ
   内容：レーシングマシーンのデモラン、トークショー、サイ

ン会、ピットウォークなど
  入場料：前売り2000円、当日券2500円
  問：ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル
   URL:http://www.nismo.co.jp/event/festa2017/
  
■12月/December

 2日-3日 ホンダN誕生50周年記念イベント 2DAYS
   ＠：東京都 本田技研青山本社ビル ウエルカムプラ

ザ青山、埼玉県 本田技研工業 狭山工場
   内容：2日は予約不要・参加自由の一般向けイベント、

3日はオーナー向けイベント
  参加可能車両：ホンダNシリーズ
  参加費：無料（2日）、4000円（3日）
  問：HONDA N360 ENJOY CLUB 
  URL:http://www.n360-enjoy.org/
  
 3日 第11回 Festival of SIDEWAY TROPHY
  ＠：千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
  内容：ヒストリックカーレース
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：1人3000円（前売り2500円）
  問：サイドウェイトロフィ事務局
  PHONE:03-6432-7662
  
 3日 谷保天満宮旧車祭2017
  ＠：東京都 国立市 谷保天満宮、谷保駅北口周辺
  内容：車両展示、近乗会（パレードラン）
  参加可能車両：1995年までに製造された車両
  参加費：要問合せ
  問：Automobile Club Japan事務局
  PHONE & FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj-gmail.com
  
 3日 高崎クラシックカーフェスティバル
  ＠：群馬県 高崎市 観音山ファミリーパーク
  内容：車両展示、スワップミート、クラブミーティング
   参加可能車両：1995年までに生産された車両とその

同型車
  参加費：無料
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  〒370-3606
  群馬県北群馬郡吉岡町上野田2145 水沢観音下
  FAX:0279-55-0576
  E-mail:omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL:http://www.ikaho-omocha.jp

 3日 Honda Racing THANKS DAY 2017
  ＠：栃木県 芳賀郡 ツインリンクもてぎ
  内容：デモラン、トークショーなど
   入場料：無料（駐車料金別 4輪2000円、2輪1000円）
  問：Honda Racing THANKS DAY 運営事務局
  E-mail:enjoyhonda@spirit.honda.co.jp
  
 3日 26th Annual YOKOHAMA 
  HOT ROD CUSTOM SHOW 2017
  ＠：神奈川県 横浜市 パシフィコ横浜
   内容：車両展示、スワップミート、ペイントコンテスト、ラ

イブバンド
   入場料：前売り券3400円、当日券3900円（12歳以

下無料）
  問：MOONEYES
  PHONE:045-623-9662　FAX:045-623-9663
  E-mail:hcs2017@mooneyes.co.jp
  URL:http://yokohamahotrodcustomshow.com/
  
 9日 NAGOYA CLASSIC TOUR "REVIVAL"
  ＠：愛知県 名古屋市-近江八幡市-小牧市
  内容：ヒストリックカーラリー、クリスマスパーティ
  参加可能車両：外国車 50台
   参加費：ツーリングのみ（1台2名）4万円、クリスマス

パーティ（2名1組）4万円、両方に参加（2名1組）7
万円

  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
  PHONE:0568-48-0066
  E-mail:info@historiccarmeeting.com
  URL:http://www.historiccarmeeting.com/
  
 10日 19th Tokyo Bayside Classic Cup 
  Season5 Round3
  ＠：千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ
  内容：ヒストリックカーレース、スポーツ走行会
   参加可能車両：1972年までに生産された車両とその

同型車
  参加費：1万8000円
  問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会
   URL：http://automedic.co.jp/topics/TBCC/

index.html
  
 10日 TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL 2017
  ＠：静岡県 駿東郡 富士スピードウェイ
   内容：デモラン、オーナーズクラブミーティング、パレード

ラン、トークショーなど
   入場料：無料（駐車料金別 4輪1600円、2輪800円）
   問：トヨタ ガズーレーシング フェスティバル 運営事務

局九段事務所
  〒102-0074
  東京都千代田区九段南2-3-18 トヨタ九段ビル7F
  PHONE:03-3261-7117　FAX:03-3261-7119
  E-mail:info2017@tgrf.jp
  
 17日 第99回ワンダーランド・マーケット
  ＠：神奈川県 横浜市 横浜産貿ホール
  内容：アンティークトイの展示即売会
  入場料：1000円
  問：サンセット
  PHONE & FAX：045-651-0509
  
 ◎2018年
  

■1月/January

 7日 10th New Year Mini Meeting 2018
  ＠：兵庫県 神戸市 神戸運動公園 第18駐車場
   内容：フリーマーケット、靴飛ばし大会、ミニライブ、抽

選会
   参加可能車両：クラシックミニ（一般車、2輪車は別駐

車場へ案内）
  参加費：1500円（駐車料金含む）
  問：NYMM実行委員会
  URL:http://nymm.on-www.com
  
 21日 新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース
  ＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット
  内容：ヒストリックカーレース、走行会
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：名古屋レーシングクラブ事務局
  〒463-0065
  愛知県名古屋市守山区廿軒家14-40
  PHONE＆FAX:052-792-2031
  
 28日 JCCA New Year Meeting 2018
  ＠：東京都 江東区 青海臨時駐車場

  内容：車両展示、フリーマーケット、オートジャンブル
   参加可能車両：1979年までに生産された車両とその

同型車
   参加費：車両展示1万3000円、フリーマーケット1万

8000円、入場料1000円（前売り券900円）
  問：日本クラシックカー協会
  〒351-0021
  埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105
  PHONE:048-458-6660　FAX:048-458-6661 
  
 28日 MINI New Year Meeting in 日産スタジアム
  ＠：神奈川県 横浜市 日産スタジアム
  内容：フリーマーケット、車両展示
  参加可能車両：
   参加費：フリーマーケット3000円、入場料無料（駐車

料金別）
  問：ガレージモーリス
  〒152-0023
  東京都目黒区八雲3-26-9
  PHONE:03-3723-2458
  E-mail:info@garage-morris.co.jp

［海外イベント］

 ◎2018年
  

■1月/January
 11日-14日 オートスポーツ・インターナショナル 2018
  開催国：イギリス
   内容：世界最大のレーシングマシーンの祭典が『オートスポーツ・イン

ターナショナル』だ。2018年は"Forza Ferrari"と題し、FXXや488
チャレンジ、新旧F1などのレーシングフェラーリが集結する。

  URL:http://www.autosportinternational.com/
  

■2月/February
 2日-4日 ブレーメン・クラシック・モーターショー 2018
  開催国：ドイツ
   内容：ドイツ北部にある『メッセ・ブレーメン』にて毎年2月上旬に行わ

れているのが、この『ブレーメン・クラシック・モーターショー』だ。会場で
は2018年のテーマの『カルマンとツェンダップ』が特集される他、会
場横のの立体駐車場で行われる車両の展示即売会も目玉のひとつ
だ。

  URL:http://apps.classicmotorshow.de/en/home-en/
  
 7日-11日 レトロモビル 2018
  開催国：フランス
   内容：ヒストリックカー・ファンにはお馴染みのレトロモビル。2018年は

7日～11日までの4日間開催される。クラブやオートモビリアも充実し、
美味しいご飯を食べて、1日だけでなく2日、3日と通い詰めて楽しみた
いイベントだ。

  URL:http://en.retromobile.com/
  
 15日-18日 ザ・ロンドン・クラシックカー・ショー
  開催国：イギリス
   内容：ジ・ロンドン・クラシックカー・ショーはロンドン五輪の室内競技も

行われたエクセル展示センターにて開催されているイベントだ。会場
は完全屋内で、会場中央の特設コースを走るデモランはさながら
ファッションショーのランウェイのようなレイアウトになっており、新旧問
わず様々なレーシングマシーンなどが姿を見せる。

  URL:http://www.thelondonclassiccarshow.co.uk/
  

  

   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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