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［国内イベント］

 ◎2017年

■1月/January

 2日 第7回ヴィンテージカー ニューイヤーミーティング
  ＠：奈良県 宇陀市 宇陀市総合体育館駐車場
  内容：車両展示、部品交換会、人気投票など
   参加可能車両：1988年（昭和63年）までに製造され

た車両
   参加費：車両展示 1台1000円、部品交換会 1ブー

ス2000円、飲食出展 1ブース3000円
   問：ヴィンテージカーニューイヤーミーティング実行委

員会事務局
  E-mail:zeke52maverick@kcn.jp
  URL:http://web1.kcn.jp/vintagecar-uda/top
  
 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
  
 12日-14日 東京オートサロン2018
  ＠：千葉県 千葉市 幕張メッセ
   内容：チューニングカーの展示、カスタムパーツの展

示・販売など
   入場料：大人2500円（前売り2000円）、中高生

1800円、小学生以下無料
  問：東京オートサロン事務局
  URL:http://www.tokyoautosalon.jp/2018/
  
 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
  
 21日 第10回 コッパ ディ 鈴鹿
  ＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット 東コース
  内容：タイム計測ありのサーキット走行会
   参加可能車両：ルマン、タルガ・フローリオ、セブリング、

ニュルブルグリング、日本GPなどに参加したスポーツ
カー／レーシングカー、および、主催者の承認したクル
マ。

  参加費：2万5000円
  問：COPPA DI SUZUKA実行委員会
  E-mail:kunio@amica.co.jp
  
 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
  
■2月/February

 10日-12日 大阪オートメッセ2018
  ＠：大阪府 大阪市 インテックス大阪
   内容：チューニングカーの展示、カスタムパーツの展

示・販売など
   入場料：2700円、前売り2100円（中学生以下は保

護者同伴で入場無料）
  問：大阪オートメッセ事務局
  E-mail:info@automesse.jp
  URL:http://www.automesse.jp/
  
 24日-25日 NAGOYAオートトレンド2018
  ＠：愛知県 名古屋市 ポートメッセなごや
   内容：チューニングカーの展示、カスタムパーツの展

示・販売など
   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
  URL:http://www.n-autotrend.com/
  
■3月/March

 10日-11日 2018モータースポーツファン感謝デー
  ＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット
  内容：レーシングマシーンのデモランなど
  入場料：無料（駐車料金1000円）
  問：鈴鹿サーキット
  URL:http://www.suzukacircuit.jp/msfan_s/
  
 23日-25日 第45回東京モーターサイクルショー
  ＠：東京都 江東区 東京ビッグサイト
  内容：2輪の新型車の発表、展示など
   入場料：大人1600円（前売り1300円）、高校生500

円、男女ペア券2600円
  問：東京モーターサイクルショー協会
  〒170-0005
   東京都豊島区南大塚2-25-15 south新大塚ビル

7F
  PHONE:03-6902-8191
  FAX:03-6902-8192
  URL:http://www.motorcycleshow.org/
  
 25日 富士サンロクミーティング
   ＠：静岡県 富士宮市 朝霧高原ドライブインもちや駐

車場
  内容：車両展示、スワップミート、お楽しみ抽選会など
  参加可能車両：360ccの軽自動車
   参加費：1台1名1300円（記念品付き）、スワップミー

ト3300円
  問：ステップバンオーナーズクラブ LOVESTEP!
  E-mail:p-nuts@lovestep.net
   URL:http://www.lovestep.net/event/fuji36/

index.html
  
■4月/April

 10日 カフェ・ド・ジュリア2018
  ＠：埼玉県 秩父郡 道の駅「和紙の里ひがしちちぶ」
  内容：車両展示
   参加可能車両：アルファロメオ・ジュリア・シリーズ（型

式105/115）のみ
  参加費：3000円
  問：クラブ・ビッシオーネ
  PHONE:090-4733-3003（17：00以降）
  E-mail:biscione@hotmail.com
  URL:http://clubbiscione.blog6.fc2.com/
  
 15日 昭和のくるま大集合2018 vol.15
  ＠：茨城県 東茨城郡 サテライト水戸大駐車場
  内容：車両展示、スワップミートなど
  参加費：車両展示3800円、スワップミート4800円
  参加可能車両：1989年までに生産された車両
  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 (株)イシカワ内 バック

ヤードつくば
  PHONE:090-3099-1871（担当:石川）
  
■5月/May

 13日 第9回富士山オールドカーフェスタ2018
  ＠：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
  参加費：1台2500円（弁当・飲み物付き）
   参加可能車両：1980年までに生産された車両（仮ナ

ンバー・レプリカ・改造車や販売目的の展示は不可）
  問：富士山オールドカーフェスタ実行委員会 事務局
  〒422-8006
  静岡県静岡市駿河区曲金7-16-47-807
  PHONE:080-2615-5133（担当:大石）
  FAX:054-284-7213
  E-mail:oldcarffest@yahoo.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：ザ・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/
  

■3月/March
 21日-25日 30th テクノ・クラシカ・エッセン
  開催国：ドイツ
   内容：2018年で30回目となるドイツを代表するヒストリックカーイベン

トがこのテクノ・クラシカ・エッセンだ。ドイツ車を中心として古今東西の
ヒストリックカーや、世界中のオーナーズクラブが集結し、コンクールデ
レガンスやオークションなどが行われる。

  URL:http://www.siha.de/
  

■4月/April
 23日-28日 ツアー・オート 2018 オプティック2000
  開催国：フランス
   内容：パリをスタートし、ゴールのコート・ダ・ジュールまでの約1600km

を各地に設けられたSSとサーキットを巡りながら一般道だけで進むと
いうハードなヒストリックカー・ラリーイベントだ。今回で27回目の開催
で、チシタリアやOSCA、モレッティなどのイタリア車メーカーが特集さ
れる。

  URL:https://peterauto.peter.fr/en/tour-auto-optic-2000-2/
  

■5月/May
 11日-13日 モナコ・ヒストリック・グランプリ 2018
  開催国：モナコ公国
   内容：モナコ自動車クラブ主催のモナコ・ヒストリック・グランプリは、グ

リマルディ家のモナコ公国統治700年を記念して1997年よりスター
トし、隔年開催されているヒストリックF1によるレースだ。年代ごとに5
つのクラスに分けられた往年の名車たちが、おなじみの市街地コース
を駆け抜ける姿はヒストリックカー好きなら必見のイベントだ。

  URL:http://acm.mc/en/
  
 18日-20日 スパ・クラシック 2018
  開催国：モナコ公国
   内容：スパ・フランコルシャン・サーキットを舞台に、2011年からスタート

した同イベント。各年代のGTカー、ツーリングカーやグループCのカテ
ゴリーが設けられ、多種多様なヒストリックレーシングマシーンが出走
する。

  URL:https://peterauto.peter.fr/en/classic-car-events/
  
 25日-27日 コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ
  開催国：イタリア
   内容：RMサザビーズによるオークションが開催される他に、各メーカー

の最新のコンセプトカーやプロトタイプカーが参考出品される。もちろ
ん、主役のヒストリックカーもコモ湖の湖畔に集結し、美しさを競う。

  URL:http://concorsodeleganzavilladeste.com/
  
  
  

   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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