
PB074 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。

  
  EVENT CALENDAR●国内外イベントカレンダー

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アドレスなど）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。
〒141-8201 東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア
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

INFORMATION

■12月／December

 2日 2018 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
  参加費：要問合せ
  入場料:ひとり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
  FAX: 03-6432-7663
  URL:https://sidewaytrophy.com/

 2日 100th Anniversary Special
  『谷保天満宮旧車祭2018』
  ＠：東京都 谷保天満宮境内、谷保駅北口周辺
  内容：車両展示、近乗会
   参加可能車両：1999年までに生産された車両、歴

代スーパーカー、アルピーヌA110など
  参加費：要問合せ
  入場料:無料
  問：Automobile Club Japan事務局
  PHONE & FAX:0425-74-9979
  URL:https://acj1908.com

 9日 茨木ヴィンテージカーショー
  ＠：大阪府 茨木市中央公園北＆南グラウンド
   内容：車両展示、お子様記念同乗走行、フリーマー

ケット、ライブなど
   参加可能車両：1960〜70年代に生産された車両

など
  参加費：5000円
   問：茨木ヴィンテージカーショー実行委員会（ジャ

ンクヤード内）
  PHONE：072-638-0200
  URL：http://www.junk-yard.co.jp/

 16日 冬季・ワンダーランドマーケット 
  オモチャのノミの市
  ＠：神奈川県 横浜産貿ホール1F マリネリア
   内容：ミニチュアカー、ティントーイなどコレクション

アイテム展示即売、コレクター放出の
  珍品オモチャのオークションなど
  入場料：1000円
  問：元町 サンセット ワンダーランドマーケット
  実行委員会
  PHONE：045-651-0509
  URL：http://www.sunset.shop-site.jp

【海外イベント】

2018年
■11月／November

 9日-11日 クラシック・デイトナ24時間
  開催国：アメリカ
   内容：2015年から開催されているサーキットイベ

ントで、フォードGT40やフェラーリ330P4などと
いった往年のレーシングカーから、近代のLMPマ
シーンまでが勢揃いするビッグイベント。

  URL：http://www.classic24hour.com/

2019年
■1月-2月／January-February

 20日-2/6日 ラリー・モンテカルロ・ヒストリック
  開催国：フランス
   内容：1955〜77年に開催されたモンテカルロ・ラ

リーに参戦したモデルのみが参加可能なヒストリッ
クカーラリー。自動車メーカーのクラシック部門な
どもエントリーしてイベントを盛り上げる。

  URL：http://acm.mc/en/

■2月／February

 6日-10日 レトロモビル2019
  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イベント

で、オートモビリアが多数展示販売される。クラブイ
ベントも盛んで、見所多数。70周年を迎えるフェラー
リをフィーチャーしたイベントも企画されている。

  URL：https://www.retromobile.com/

【国内イベント】

2018年
■10月／October

 6日-28日 Reflection
  ─Hideki Yoshida Exhibition─
  ＠愛知県 ガレリア・デ・アルテ
   内容：画家吉田秀樹氏の原画、リトグラフ、シルクス

クリーン版画作品の展示、特注トミカの販売など
  入場料：要問合せ
  問：ガレリア・デ・アルテ
  PHONE：052-972-8554

 27日 第5回 四国松山ノーマルレトロカーミーティング
   ＠：愛媛県 松山市城山公園堀之内管理用広場
   内容：交通安全パレードラン、車両展示、レトロバス

同乗試乗、オートモデラーの集いなど
   参加可能車両：昭和までに生産されたナンバー付き

の自家用車
  参加費：車両展示3000円、蚤の市8000円
  問：イベント事務局（EBCプロダクション）
  PHONE：089-933-8011
   （土日祝日を除く10時〜16時）
  FAX：089-931-5158
   URL：http://www.ebc.co.jp/event/data/

index.asp?sn=173  

 28日 60th SHCCミーティング
  at大磯ロングビーチ
   ＠：神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場内
  特設コース
   内容：タイムトライアル（ジムカーナ）、
  スワップミート、クラブミーティングなど
   参加可能車両：1969年までに生産された車両、及

びレプリカ車を含む同型車
  参加費：要問合せ
  問：湘南ヒストリックカークラブ
  URL：http：//shcc.serio.jp/ 
 
 28日 第3回 MR2 Mk1
  Communication Event
   ＠：山梨県 富士すばるランド
   内容：MR2オーナーのミーティング、MR2の展示

など
  参加可能車両：トヨタMR2（AW10、AW11）
  参加費：ドライバー1500円、パッセンジャー500円
  問：Toyota MR2 Mk1 Owners' Association
  URL：http://www.tmoa.jp/

■11月／November

 3日-4日 Europe Ford Meeting 2018
   ＠：愛知県 吉良スライダーパーク、三河湾リゾート

リンクス
   内容：欧州フォードオーナーのミーティング、デモ

カー試乗など
  参加可能車両：欧州フォードなど
  参加費：要問合せ
  問：Europe Ford Meeting実行委員会
  URL：http://euroford.wp.xdomain.jp/

 4日 第13回クラシックカー
  フェスティバル in 桐生
   ＠：群馬県 群馬大学理工学部 桐生キャンパス内

容：車両展示、ラリー、ガレージセールなど
   参加可能車両：1980年以前に生産された車両（仮

ナンバーは不可）
  参加費：車両展示3000円、ラリー5000円
   問：クラシックカーフェスティバルin桐生
  実行委員会事務局
  PHONE：0277-45-1201
  FAX：0277-45-1206
  MAIL：ccf-kiryu@kiryucci.or.jp
  URL：http://www.kiryucci.or.jp/ccf/

 4日 第26回 ジャパンミニディ in 浜名湖
  ＠：静岡県 浜松市渚園キャンプ場
   内容：BSCC LTDのフィーチャー展示、オートジャ

ンブル、クラブミーティングなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
   入場料：前売り2500円、当日3500円
  小学生以下無料
  問：ジャパンミニデイ大会事務局
  PHONE：053-424-6232
  MAIL：miniday@j-msa.com
  URL：http://www.j-msa.com

 10日-11日 MASERATI DAY
  ＠：静岡県 中伊豆ワイナリーヒルズ
   内容：デビュー20周年を迎えた3200GTをメイン

テーマとした展示、ミニツーリング、ガラディナー
など

  参加可能車両：マセラティ

  参加費：要問合せ
  問：MASERATI CLUB OF JAPAN
  URL：http://www.maseraticlub.jp

 10日-11日  第36回ミルキーウェイ
  ブルーアイランドラリー2018
  ＠：愛媛県伊予市近郊
   内容：四国路約400kmをコマ図に従い走行する公

道ラリー
   参加可能車両：1975年までに生産された車両（仮

ナンバーは不可）
  参加費：6万6000円（1台2名）
  問：ミルキーウェイ2018実行委員会（兵頭）
  PHONE：090-8971-0382
  MAIL：milkyway_blueisland@yahoo.co.jp
  URL：http://www.kiryucci.or.jp/ccf/

 10日-11日 第19回コッパデッレアウトストリケ
  ＠：群馬県
  内容：1泊2日で行われる公道ヒストリックカラリー
  参加可能車両：1974年以前に生産された車両
  参加費：9万8000円〜（1台2名）
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL：http://www.auto-storiche.jp

 11日 国立HISTORICA G.P.2018
   ＠：東京都 国立市/富士見台谷保第3公園グラウ

ンド
   内容：クルマ文字で110を描く式典、車両展示、パ

レードランなど
  参加可能車両：1999年までに生産された車両
  参加費：5000円
   問：国立HISTORICA G.P. 2018 実行委員会事務

局（ACJ内）
  PHONE：042-574-9979
  FAX：042-574-9907
  MAIL：1908acj@gmail.com
  URL：http://acj1908.com/

 17日 2018 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、パレードランなど
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：無料
   問：トヨタ博物館クラシックカー・フェスティバル イ

ベント事務局
  URL：https://www.toyota.co.jp/Museum/

 17日-18日 AIM Legend Cup 2018
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：レジェンド レーシング ドライバーズ クラブ会

員が参加するVITAのワンメイクレース
  参加可能車両：VITA
  参加費：要問合せ
   問：レジェンド レーシング ドライバーズ クラブ事

務局
  PHONE：03-5733-4303
  FAX：03-5733-4304
  MAIL：info@motorsport-japan.com
   URL：http://www.motorsport-japan.com/

legenddrivers.html

 17日-18日 RICHARD MILLE
  SUZUKA SOUND OF ENGINE  2018
  ＠：三重県 鈴鹿サーキット
   内容：プジョー905などグループCカーやウィリアム

ズFW12といったF1マシーンの展示やデモ走行、ヒ
ストリックF1レースなど

  入場料：当日券4000円、前売り2500円、
  前売り2日間券3500円
  問：鈴鹿サーキット
  URL：http://www.suzukacircuit.jp/
  soundofengine/

 18日 お台場旧車天国2018
  ＠：東京都 臨海副都心青海地区お台場特設会場
   内容：車両展示、ボンネットバス試乗会、スワップ

ミートなど
  入場料：1200円(前売り)、1500円(当日)*
  小学生以下無料
  問：お台場旧車天国実行委員会事務局
  PHONE：03-3552-8088
  URL：http://www.oldtimer.jp/tengoku/

 23日 11a COPPA DI TOKYO
  ＠：東京都 汐留イタリア街
   内容：ヒストリックスポーツカーのラリー&ツーリ

ング
   参加可能車両：1970年代までのスポーツカー、種

子者の許可した車両
  参加費：5万円
  問：COPPA DI TOKYOイベント事務局
  MAIL：kunio@amica.co.jp
  URL：http://www.coppa-di-tokyo.com

［イベントカレンダー］
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