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　春と秋の恒例行事としてすっかり定着した
感がある『カー・マガジン・ウィークエンド・ミー
ティング』が開催。会場となったのは今回も、大
磯ロングビーチの駐車場だ。
　台風の影響でイベント当日の天気予報が
高確率で雨だったため、前日の夜に誰も来な
かったらどうしようと思っていたが、嬉しいこと
に多くの本誌読者に集まって頂けた。
　これまでと同じように、メイン会場となる海側
の第一駐車場のみならず陸側の第二駐車場
も活用しなくてはならなくなるほどの盛況ぶり
だったので、読者ミーティングとしては今回も成
功だったといえるだろう。
　さて、今回のイベントではふたつのテーマを
設けた。まずひとつ目は、昨年の秋にも実施した

『クラブミーティング』だ。残念ながら事前の天
気予報から判断し、前 日々27日の時点で中止
となったが、もしも晴れていたら戦前のオープ
ンモデルを含む、貴重なクラブ関係車両が一
堂に会しただろう。
　そしてもうひとつのテーマは、往年のスー
パーカー6台を集めた『懐かしのスーパーカー
ショー』。こちらは積載車で会場に持ち込むな
ど、オーナーのご協力で展示車を1台も欠くこ
となく予定どおり実施することができた。この場
を借りて、協力して下さったスーパーカーオー
ナーの皆さまに御礼申し上げたい。
　また、懐かしのスーパーカーショーとセットで
これまた初めての試みとなる『スーパーカー縁
日』も建物内で併催したが、ここが雨宿りポイン

トとしても機能したので、まるで夏祭りの縁日の
如きにぎわいとなった。
　当時モノのミニカー、スーパーカー消しゴム、
カード、書籍などを眺めつつ、実際にスーパー
カー消しゴムやスロットカーで遊んだり、豪華
景品が当たる射的ができたりと楽しい空間を
用意したので、ご家族でも大いに楽しんで頂け
たと思う。
　クルマという乗り物が電動化と自動運転化
に向かっている今こそ、子供たちにカウンタッ
クやBBを見てもらい、スーパーカー（クルマ）
のカッコよさを知ってもらうべき。ということでこ
れからも機会があれば、今回のスーパーカー
ショーのような、次世代に繋がる催しを企画、
開催できれば幸いだ。         　　　　（高桑）

恒例の読者ミーティング開催。2018年秋のテーマはスーパーカー！
『カー・マガジン・ウィークエンド・ミーティング』は、編集部員とライター陣など関係者が協力し、

手弁当で作っているイベントだ。各スタッフが全力で取り組んでいるため、手前味噌だが毎回コンテンツが充実、少しずつだが
進化してきているように思う。今回もクルマ好きが思わず笑顔になる新しい試みを盛り込んでみた。

text & photo:Hidenori TAKAKUWA（高桑秀典） Takuo YOSHIDA（吉田拓生） Yoshiro YAMADA（山田芳朗）
photo:Satoshi KAMIMURA（神村 聖） Ryota SATO（佐藤亮太） Kazuhisa SAWADA（澤田和久） Izuru ENDO（遠藤イヅル）
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Check Point1
スーパーカーブーム全盛時に開催された屋内イベントをイメージした『懐かしのスーパーカー
ショー』を実施。1975年式ランボルギーニ・カウンタックLP500Sウルフ・スペシャル#1、1975年
式フェラーリ365GT/4BB、1972年式ディーノ246GTS、1975年式ランチア・ストラトス、1973
年式ロータス・ヨーロッパ・スペシャル、1977年式マセラティ・メラクSSという6台に加え最新モ
デルのロータス・エリーゼも展示。エリーゼ以外は個人オーナー車である。イベント当日は生憎
の天候で、高価かつ貴重なスーパーカーを雨に濡らしてしまうのが本当に心苦しかったが、各車の
オーナーが意を決してイベントに賛同してくれたので、全車を展示することができた。 　　 （高桑）

懐かしのスーパーカーショー初開催！
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Check Point2
懐かしいスーパーカーグッズを展示し、スーパーカー関連のイラストや当時モノのミニカーなどを
販売するブースと射的などの縁日の要素を融合させた『スーパーカー縁日』も大成功だった。読
者が遊んで持ち帰ることができたスーパーカー消しゴムはイグニッションモデルから提供された
もの。射的の景品は京商のミニカーをはじめ、トミカプレミアム、トミカリミテッドヴィンテージ
といった豪華なラインナップとなった。イラスト販売はKEN-1 HAYASHIBE カーイラストレー
ションが手がけ、ミニカーはフジクリエイションが販売してくれた。フジクリエイションの代表曰
く「カーマガの読者さんはリベラルでいい人たち」とのことだった。　　　　　　　 　　（高桑）

スーパーカー縁日は親子で大盛況！
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Check Point3
ヒストリックカーから最新のスーパースポーツカーまでが一堂に会した趣味車同乗試乗会も好
評だった。筆者は水色号（アルファロメオGT1600ジュニア）とホンダ・シビック・タイプRのド
ライバーを担当したが、水色号のほうでは皆さんに旧いアルファロメオの乗り心地のよさと力強
い走りに感心していただき、シビックのほうではタイプRならではのリアルスポーツカーぶりを
体感してもらった。なお、今回はヤマハの電動アシスト付き自転車を試乗した方とトーヨータイ
ヤのブースで愛車の空気圧をチェックした方に各先着10名で趣味車同乗試乗会のファストパス
を進呈。ファストパスを入手できた方は、お目当てのクルマにスムーズに乗れたはずだ。　（高桑）

趣味車同乗試乗会にファストパス登場！

■趣味車同乗試乗会／車両リスト
【ヒストリックカー】 アルファロメオGT1600ジュニア／ジャガーXK150／フィアット500L
フィアット500トッポリーノ／ランチア・アッピア／ロータス・エスプリS2

【スポーツカー&新車】 アウディR8スパイダー／ジャガーFタイプSVR／BMW i8ロードスター
ポルシェ718ボクスターGTS／ホンダ・シビック・タイプR／モーガン4/4／トゥクトゥク
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Check Point4
今回のイベントでは会場内には様々なブースが設けられ人だかりができていたのだが、中でも注目を集
めていたのが最新マツダ車の試乗プログラム。自らステアリングを握って楽しめるというだけあって、試
乗受付開始時には数多くの来場者がマツダ・ブースに集まったのだった。もちろんマツダはお馴染みの
自動車メーカーだが、しかし近年急激にクオリティを高め、イメージを上げてきたブランドでもある。少
し前のマツダ車しか知らないという人から見れば、現在のラインナップの質感の高さ、ドライバビリティ
の良さは新鮮に感じられるはずである。特にドライバビリティの面では、けっこうなスピードを出す必要
もなく、普通に発進加速し、カーブを曲がって止まるという一連の動きをこなすだけで、ドライバーとク
ルマの一体感、徹底的に煮詰められた操作性を体感できるのだ。当日が雨まじりの天気だったためロー
ドスターRFの特徴である電動のオープントップを開け閉めする様子は見られなかった。それでも試乗し
た誰もが必ず満面の笑みを浮かべてクルマから降りてくるというのはお約束で、最新のマツダ車を存分
に楽しめたようだった。                                                                                              （吉田）

マツダ最新モデルの楽しさを体験！

当日のマツダ・ブースでは復刻
されたNAロードスター用の
パーツも展示された。Vスペ
シャルの象徴として人気を集
めたナルディのウッドステアリ
ングは、市販されている物とは
違うロードスター専用品。7ス
ポークの純正アルミホイール
は復刻が完了し、もうすぐ発売
を開始するパーツ。オリジナル
のブリヂストン・タイヤと組み
合わせれば新車のイメージが
蘇る。P168〜参照。

特設コースで行うロードスターRFと
CX-8の試乗に試乗申し込みが殺到。
ロードスターRFのステアリングを握る
南健治さんは「以前NDロードスターは
乗ったことがあるんですが、RFははじめ
て。回頭性が良く楽しめました」とご満
悦。一方CX-8を試乗したAさん親子は

「インテリアの質感の高さに驚かされま
した。リアシートもとっても広い。あと
ディーゼルエンジンなのにとても静か
で快適でした」と好印象の様子だった。
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ヤマハYPJ-XC
電動マウンテンバイク用のフラッグシップユニット『PW-X』を搭載。ライダーの入力にもクイックに応答し、パワフルかつ自然なア
シストを実現した。スタンダードモードなら108km楽しめる大容量バッテリーのおかげで走行距離も十分。価格37万8000円。

試乗を終えた大川さん
は、「走り出しが驚くほど
軽い。踏み込まなくて
も、スーッと自然にス
ピードが上がっていくの
に驚かされました」とコ
メント。

Check Point5
最近Eバイク、いわゆる電動アシストを持つスポーツ自転車が熱い。ブームを牽引するヤマハ製最新モデ
ルの試乗では、その進化に驚きの声が続出した。初めて電動バイクに乗る場合、走り始めのアシストに
慣れが必要とされるケースもあり、予想以上にググッとパワーがかかってしまうと、不安定になってしま
うものだが、ヤマハの各モデルではそれが非常に自然になっているのだ。ライダーがペダルを踏み込む
力を細かく感知し、的確なアシスト量でサポート。"意のままに操れる"繊細さは、まさにヤマハの真骨頂
と言えるだろう。コントローラブルでパワフルなモーターは、街中での移動やフィールドでのスポーツラ
イディングで威力を発揮するはずだ。電動スポーツバイクに新たな時代が到来。そんな予感を感じさせ
るヤマハ・ブースなのであった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（山田）

ヤマハの電動アシスト付き自転車を体感！
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Check Point6

トーヨータイヤ・ブースを訪れた皆さんの"安全"に対する意識は高い。15台限
定のロータス・エリーゼ Type 99Tは、空気圧が少しだけ低かったのを指摘し
てもらったとのこと。国内では希少のルノー・ラグナ・セダンにお乗りの野原さん
は、トーヨーのプロクセスC1Sを愛用中だ。

安全を考えたとき、タイヤの重要性は言うまでもない。タイヤを安全に、安心して
使えるよう、小まめな点検の重要性を啓発しているトーヨータイヤ・ブースでは、
空気圧や残溝、キズをチェックしてくれる無料の点検サービスを実施。タイヤに関
する素朴な疑問や、自分の愛車におすすめのモデルの相談に、専属のメカニック
が直々に答えてくれるとあって、多くの希望者が訪れていた。「やはりプロの目で見
てもらえると安心です。ちょっとした偏摩耗もあったようだし」と参加者の声。同
様の無料安全点検イベントは、高速のサービスエリアやカーショップなどでも開
催され、タイヤの安全性をプロから学べる機会となっているとのこと。タイヤメー
カーとして、安全に対する使命感の大きさが感じられる活動と言えよう。　（山田）

トーヨータイヤ・ブースで
タイヤの状態をチェック！

1956年型モーガン4/4と子供の頃から親しんでこられたという三林さんは、
「静かだし、乗り心地も良くなっていて驚きました」とコメント。ゆりあちゃんは、
木が使ってあると聞いてビックリ。「窓が板みたいにまっすぐだった！」と素直な
感想も頂いた。

Check Point7
ロータスカーズの正規輸入総代理店LCIがエヴォーラを特別展示。ライトウェイ
トボディにハイパワーユニットが組み合わされたロータス製"スーパーカー"は、会
場でも注目を集めていた。そして、趣味車同乗試乗会には今年発足したばかりの
モーガンカーズ・ジャパンが導入する、モーガン4/4と共にイベントに参加。この"
新車で購入可能なヒストリックカー"には、同乗希望が殺到した。「実家にモーガン
があるんです。我が家の4/4は旧いモデルなですが、今回最新モデルに同乗させ
てもらって、その進化ぶりに驚かされました」という感想も。1950年代からほと
んど変わらないスタイルを保ちながらも、エンジンなどがアップデイトされている
ブリティッシュスポーツの存在感は健在のようである。                          （山田）

モーガンの魅力を助手席で体験！
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ヒストリックカーのコンシェルジュとしてユーザーをトータルサポートしているガレーヂ伊太利屋クラシケは、販売車の
1993年式マセラティ・シャマルを展示。イタリア車のスペシャリストならではの車両選択だった。

天候を配慮しクラブミーティングは事前に中止となったが、唯一、ヨーロッパ・フォード・ミーティング実行委員会のフォー
カスMk2RS MR375クラブスポーツが来場した。会場内にはあしがらクラシックカークラブの皆さんも。

Check Point8
出店数は過去最大となったショップブース。ルノー平塚、ノスタルジックオート三輪舎、ダニー・
ジェラルディン、アウトモデリ・ラムダ、エヴィータ、ELSE DESIGN、OTオートモーティブ サー
ビス、カカザン、ガレージイワサ、CGクラフト、ジェイブランディング、乗り物絵師 轟友宏、ノスタ
ルジックガレージ、ピッコリーナ、ロンバルディ、ロージーガーランド、ガレリア・アミカなどに加え
キッチンカーも数店ありと、バラエティに富んだ顔ぶれだった。                               （高桑）

過去最大の出店数で場内は大盛況！
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来場者の中から編集部が最も
ファッショナブルだと思った方を
選ぶ、ベスト・ドレッサー。今回は吉
田編集顧問がセレクトを担当し、
アバルト595で来場頂いたこちら
のご夫婦に進呈。モトーリモーダ
提供のTシャツなどをお贈りした。

豪華賞品が用意される恒例のじゃ
んけん大会と閉会式は天候の関
係で室内にて実施。商船三井フェ
リー提供の無料乗船券（大洗〜苫
小牧往復／ペア）やダニーさん提
供の貴重なウェアなどを巡り、熱
い勝負が繰り広げられた。

Check Point 9
今回もベスト・ドレッサー、ベスト・ヤングタイマー（P102～参照）、ベスト・オブ・ウィー
クエンド（BOW）の３章典をご用意。BOWに今回輝いたのは、APEの小野瀬さん。悪天候の
中、何と埼玉から下道で片道4時間かけて（！）ご来場頂いた。賞品として恒例のプロカメラマ
ンによる撮影サービスと、後日発送となる写真パネルを贈呈。副賞としてカカザンのドライビン
ググローブもお贈りした。                                                                           （編集部）

今回も各章典を設けさせて頂きました！



099098

Italian Car
イタリア車

German Car
ドイツ車

天気予報がよくなかったので、足のクルマでご来場された方も多かった模様。それでもご覧のように多くの
趣味車が集結！ あくまで撮影できた車両の台数ベースだが、日本車に続き多かったのがイタリア車という
あたりも、本誌のミーティングらしいところ!?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集部）会場に来た趣味車たちを紹介！Part1Check Point10
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French Car
フランス車

こうして見ていくと、イタリア車
の中でもアルファロメオ率の高
さ、ドイツ車の中でのポルシェ率
の高さが、このミーティングらし
さを表しているように思える。マ
セラティ・カムシンやアルピナ
Z1といった希少車も！

編集部では様々なコンテンツを
ご用意して皆さまをお迎えして
いるが、多くの来場車が来場順
に不規則に並ぶこの"趣味車
ミュージアム"こそが、当ミー
ティング最大のウリ。そう、参加
者全員で成り立っているのだ。
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British Car
イギリス車

American & Sweden Car
アメリカ & スウェーデン車

撮影は朝イチにライター&カメラマン総動員で行っているのだが、開催中の出入りが自由の
ため、ゲート担当のスタッフによれば、撮影後も100台は来場されたのではないか、とのこ
と。ということで、今回も600台以上の参加があった模様で大感謝!! 　　　 　　（編集部）会場に来た趣味車たちを紹介！Part2Check Point11

何にも関連性のない両国で
括って申し訳ございませんとお
詫びしつつ、その濃い面々には
感心。さりげなく遠藤イヅル画伯

（今回もMCなどで活躍）の900
も。日本車は半分くらいしか掲
載できず、申し訳ございません！

現在、輸入新車で最も売れているのはBMW&ミニでの連合軍ある
が、そのミニよりもクラシック・ミニのほうの参加が多いというのも、当
ミーティングの特徴だろう。綺麗な個体が多いようにも感じられた。
ロータス勢も相変わらず多く、他にも希少車が何台も見受けられた。
欧州フォードをどの国籍に入れるかは迷ったが、「アメリカよりはイギ
リス」という欧州フォード好きの編集長判断でこちらへ。
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Japanese Car
日本車


