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EVENT CALENDAR●国内外イベントカレンダー

［イベントカレンダー］

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。

   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/
 
 9日 Honda Racing THANKS DAY
  ＠：栃木県 ツインリンクもてぎ
   内容：モトGPやF1など、様々なカテゴリーで活躍す

るホンダのマシーンや選手が一堂に会するサーキッ
トイベント

  入場料：無料
  問：Honda Racing THANKS DAY運営事務局
  E-MAIL：enjoyhonda@spirit.honda.co.jp
  URL：https://www.twinring.jp/ticket_m/hrtd/

 9日 第23回 Tokyo Bayside Classic Cup
  ＠：千葉県 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
   内容：クラス分けされた車両によるレース形式の走

行会、スポーツ走行など
   参加可能車両：1972年までに生産された車両（継

続生産車や姉妹車はOK）
   参加費：レース形式1万8000円、スポーツ走行1万

2000円
  入場料：無料
   問：Tokyo Bayside Classic Cup事務局（オートメ

ディック内）
  E-MAIL：tech@automedic.co.jp
  URL：http://www.automedic.co.jp/

 16日  第102回 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

2019年
■1月／January

 11-13日 東京オートサロン2019
  ＠：千葉県 幕張メッセ
   内容：世界最大級のカスタムカー展示イベントで、

パーツやグッズの販売も行われる
   入場料：前売り2000円、当日大人2500円、中・高生

1800円
  問：東京オートサロン実行委員会
  URL：https://www.tokyoautosalon.jp/2019/

 20日  The 11th New Year Mini Meeting 2019
  ＠：兵庫県 神戸総合運動公園 P18駐車場
  内容：クラシックミニをメインとして車両展示、オリジ 
  ナルミニカーの販売、フリーマーケットなど
   入場料：1500円（1台、特別記念品付き）、一般車と

2輪車は500円
  問：NYMM実行委員会
  URL：https://nymm.on-www.com

 27日 ACJ NEW YEAR MEETING 2019
   ＠：静岡県 南熱海多賀地区・長浜海浜公園石畳エ

リア
  内容：車両の展示など
  参加可能車両：年式不問
  参加費：1000円
  問：オートモビルクラブジャパン
  PHONE & FAX：042-574-9979
  E-MAIL：1908acj@gmail.com
  URL：https://acj1908.com/

■2月／Febuary

 9-11日 第23回 大阪オートメッセ2019
  ＠：大阪府 インテックス大阪
   内容：チューニングカーやオーディオ製品の展示な

ど
   入場料：前売り2100円、当日2700円*保護者同

伴に限り中学生以下無料
  問：オートメッセ事務局
  URL：https://www.automesse.jp/

■3月／March

 2-3日 モースポフェス2019SUZUKA 
  ～モータースポーツファン感謝デー～
  ＠：三重県 鈴鹿サーキット
   内容：TOYOTA GAZOO Racing、ホンダそれぞれ

の世界選手権など国内外で活躍するマシーン、選手
が揃う

   入場料：1700円（中学生以上）、800円（小学生以

上）、600円（幼児）*HP掲載の招待券持参で無料
  問：鈴鹿サーキット
  URL：https://www.suzukacircuit.jp/msfan_s/

■5月／May

 11-12日 スプレンドーレ榛名2019
   内容：群馬県内を走る1泊2日のヒストリックカーラ

リー
  参加可能車両：1985年までに生産された車両
  参加費：1台2名6万8000円
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX：0279-72-2259
  E-MAIL：omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL：http://www.ikaho-omocha.jp/

 26日 前橋クラシックカーフェスティバル
   ＠：群馬県 前橋市
  内容：車両展示、フィーチャーカーは軽自動車
  参加可能車両：1980年までに生産された車両
  参加費：1台1名3000円
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX：0279-72-2259
  E-MAIL：omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL：http://www.ikaho-omocha.jp/ 

【海外イベント】
2019年
■1月／January

 10-13日 オートスポーツ・インターナショナル2019
  開催国：イギリス
   内容：世界最大級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』。F1や
BTCC参戦マシーンなど多種多様なレーシングマ
シーンが展示され、デモ走行などを披露する。また
オークションも同時開催される。

   URL：https://www.autosportinternational.
com/

 20-2/6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

 1-3日 ブレーメン・クラシック・モーターショー2019
  開開催国：ドイツ
   内容：ドイツ北部にある『メッセ・ブレーメン』にて開

催されているイベントで、ヒストリックカーやレーシ
ングマシーンが展示される。パーツや書籍の販売
ブースも多数出展される。

  URL：http://www.classicmotorshow.de/

 6-10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/
 
 14-17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：ロンドン五輪の際に、室内競技が開催された

エクセル展示センターにて行われる屋内イベント。
会場中央の特設コースは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、そこを新旧
様々なレーシングカーが走行するとあって人気の高
いプログラムとなっている。

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

【国内イベント】
2018年
■11月／November

 25日 TOYOTA GAZOO RACING FESTIVAL
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：ル・マン24時間レースを制覇したTS050

ハイブリッドやWRC参戦マシーンなどのデモ
走行やトークショーなどが行われるTOYOTA 
GAZOORACINGのファン感謝イベント

  入場料：無料*別途駐車料
   問：トヨタ ガズーレーシング フェスティバル運営事

務局
  E-MAIL：info2018@tgrf.jp
   URL: https://toyotagazooracing.com/jp/

tgrf/2018/

29-12/2日 JAL クラシックジャパンラリー2018 天草
  ＠：福岡〜長崎〜大分〜熊本など
  内容：ヒストリックカーによる3泊4日の公道ラリー
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：Classic Japan Rally事務局
  URL: https://classicjapan.jp/

■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

 2日 高崎クラシックカーフェスティバル
  ＠：群馬県 高崎 観音山ファミリーパーク
  内容：車両展示、スワップミートなど
  参加可能車両：1995年までに生産された車両
   参加費：展示1000円、スワップミート1万円（1区

画）
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX：0279-72-2259
  E-MAIL：omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL：http://www.ikaho-omocha.jp/

 2日 NISMO FESTIVAL
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：GT参戦マシーンやドライバーが集まりパレー

ド走行やデモランなどを披露するNISMOのファン感
謝イベント

  入場料：前売り2000円、当日2500円
  問：NISMO FESTIVAL運営事務局
   PHONE:03-6756-9630（土日を除く10：00〜

12：00、13：00〜17：00）
  E-MAIL：nismofes2018@ad-carb.com
   URL：http ://www.n ismo.co . jp/event/

festa2018/

 2日 あいちトリコローレ2018
  ＠：愛知県 あいち健康の森公園
  内容：車両展示、トークショーなど
  参加可能車両：イタリア車など
  参加費：3000円
  問：カーくる
  E-MAIL：ml@carcle.jp

 2日  27th Annual YOKOHAMA HOT ROD 
CUSTOM SHOW 2018

  ＠：神奈川県 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、ライブバンドなど
  入場料：前売り3400円、当日3900円
  問：MOONEYES
   URL：http://yokohamahotrodcustomshow.

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

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丁目1番1号 
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
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