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［国内イベント］

 ◎2018年

■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/
  
 17日 Classic Japan Rally 2018 R134 Spring
   ＠：神奈川県 横須賀市／三浦市／葉山町／逗子

市／鎌倉市
   内容：ルートマップのチェックポイントを巡る公道走行、

PC競技など
   参加可能車両：1919年～'73年までに生産された

ヨーロッパ、アメリカのスポーツカー
  参加費：7万円（1台2名）
  問：インプレッション
  URL：https://classicjapan.jp/
  
 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
  PHONE：03-6902-8191　FAX：03-6902-8192
  URL：http://www.motorcycleshow.org/
  
 24日 Car MAGAZINE Weekend Meeting 
  2018 Spring in Oiso
  ＠：神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
  内容：車両展示、じゃんけん大会、試乗会など
  参加可能車両：制限なし
  参加費：無料
  問：カー・マガジン編集部
  URL：http://www.car-mag.jp/
  
 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/
  
■4月/April

 1日 European Meeting in BILLIE 2018
  ＠：山口県 Jazz Club BILLIE駐車場
   内容：ヨーロッパ車によるミーティング、ランチ、ビンゴ

ゲーム、プチツーリングなど
  参加可能車両：新旧ヨーロッパ車
   参加費：3000円（中学生以上）、1500円（小学生以

下）*ミーティング参加費、ランチ、ビンゴゲーム代込
  問：ラフェスタデッラアウトモービレクラシカ事務局（利重）
  PHONE：090-1336-8104　FAX：0837-52-4267
  E-mail：t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL：http://c-able.ne.jp/̃t_kazuto
  
 7日-8日 Vecchio Bambino 2018 Primavera
  ＠：岡山県内各地
   内容：震災復興支援、交通事故遺児への寄付なども

組み込まれたチャリティーツーリング
   参加可能車両：1973年までに生産されたヨーロッパ

製スポーツカー、スーパーカーなど
  参加費：1台1名10万円、1台2名12万円
  問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
  PHONE：086-803-7716　FAX：086-803-7027
  E-mail：info@vecchiobambino.com
  URL：http://vecchiobambino.com/
  
 8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：車両展示など
   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/

 8日 西武園HISTORICA G.P.
  ＠：埼玉県 西武園遊園地
  内容：車両展示など
  参加可能車両：1995年までに生産された車両
  参加費：1000円（入園遊園パス、弁当付き）
  問：オートモビルクラブジャパン
  PHONE & FAX：042-574-9979
  (18：00～21：00*火曜日を除く）
  E-mail：1908acj@gmail.com
  URL：http://acj1908.com/
  
 14日-15日 25th Anniversary 
  BRITISH CLASSIC MARATHON
  ＠：愛知県岡崎市～石川県加賀市～愛知県岡崎市
   内容：愛知県岡崎市～石川県加賀市などを巡る約

600Kmのドライブラリー、スペシャルステージでのジム
カーナ、車両展示など 

   参加可能車両：1969年までに生産された英国車（同
型式は1975年製まで）リプロダクションは不可

   問：BRITISH CLASSIC MARATHON実行委員会
（フライングスコット内）

  TEL：0564-54-3840
  URL：http://www.flyingscott.net/
  
 14日-15日 第28回 コッパディ小海
  ＠：長野県 松原湖高原 小海リゾートシティリエックス
  内容：タイムラリー、ヒルクライムなど
  参加可能車輌：要問合せ
  参加費：12万円
  問：コッパディ小海実行委員会（小海町役場内）
  TEL：0267-92-2511
  URL：http://www.coppadikoumi.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　イシカワ内 バックヤー

ドつくば
  PHONE：090-3099-1871（担当:石川）
  
 15日 第32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
  参加費：車両展示8000円、スワップミート7000円
   参加可能車両：1979年までに生産された車両、ミニ、

セブン、MGは年式不問
  問：ヤマモト自動車
  〒623-0102 京都府綾部市上杉町大田12-1
  PHONE：0773-44-1358　FAX：0773-44-1801
  
 22日 ミニピア 2018 by らば～・こ～ん
  ＠：岐阜県 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、物々交換ゲーム、

お楽しみ抽選会
  参加費：要問合せ
  参加可能車両：クラシック・ミニ、及びその一族
  問：ミニオーナーズクラブ らば～・こ～ん（中神）
  〒508-0011
  中津川市駒場1630-100
  (返信用封筒を同封の上資料請求）
  
■5月/May
 12日 Meet the MG 2018
  ＠兵庫県 新西宮ヨットハーバー、六甲スカイヴィラ
  内容：車両展示、ロッカーカバーレース、ツーリング、パーティなど
  参加可能車両：公道走行可能なMGオーナー、及びMGを愛する人
  参加費:1万6000円（1台、1名）、同乗者1名につき1万1000円
  問：神戸MGカークラブ『Meet the MG実行委員会』
  PHONE：090-7889-3667（岡野）、0795-22-3163（亀井*夜間）
  E-mail：info@kmgcc.org
  URL：http://www.kmgcc.org/
  
 12日-13日 第14回ヒストリックカーミーティング伊勢志摩
  ＠愛知県、三重県
  内容：ヒストリックカーによる1泊2日のラリー
  参加可能車両：要問合せ
  問：ヒストリックカーミーティング事務局
  PHONE：0568-48-0066
  E-mail：info@historiccarmeeting.com
  URL：http://www.historiccarmeeting.com/
  
 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
  
 13日 スポーツカー・ヘリテージ・ギャザリング2018@北野天満宮
  ＠：京都府 北野天満宮 右近の馬場および文道会館
   内容：車両展示、安全祈願参拝、記念植樹、スペシャルゲストによる

トークショーなど
  参加費：1台3000円
  参加可能車両：2ドア・スポーツカー（戦前から最新までの無改造車両）
  問：ヘリテージ・カー・ギャザリング・コミッティー
  URL：https://www.facebook.com/SCHG2018Kyoto/
  
 27日 2018春 Festival of Sideway Trophy
  ＠千葉県　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：3000円(前売り2500円)
  問：サイドウェイトロフィ事務所
  PHONE：03-6432-7662　FAX：03-6432-7663
  URL：https://sidewaytrophy.com/
  

■7月/July
 29日 第5回ノスタルジックカーinぽんぽこの里
  ＠山口県 ぽんぽこの里駐車場
  内容：車両展示、ガレージセール、バーべキュー、ビンゴゲームなど
  参加可能車両：ヒストリックカー、スーパーカー希少車など
  参加費：3000円（中学生以上）、2000円（小学生）、500円（幼児）
  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
  MOBILE：090-1336-8104　FAX：0837-52-4267
  E-mail：t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL：http://c-able.ne.jp/̃t_kazuto/

  

［海外イベント］

 ◎2018年

■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：テクノ・クラシカ・エッセンは、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だ。ドイツ車を中心に古今東西のヒスト
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：フランス・パリをスタートし、ゴールのコート・ダ・ジュールまで約

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。27回目となる
今回は、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。

  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

したサーキットイベント。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：その名を遺すヒストリックカーがイタリア・コモ湖の湖畔に集結

し、美しさを競う世界最大級のコンクールイベント。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も参考出品される。

  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

Event Calendar イベントは延期または中止となる場合もありますので、参加・見学希望の方は、事前にHPを参照、または主催者にお問い合わせください。■国内＆海外イベントカレンダー
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