●国内外イベントカレンダー
【国内イベント】
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/
27日
JCCA FINAL NEW YEAR MEETING
		
＠：東京都 青海臨時駐車場 特設会場
		内容：40年以上にわたり開催されてきた恒例新春イ
ベントのファイナル、
車両展示、
スワップミートなど
［イベントカレンダー］
		参加可能車両：1979年までに生産された車両
（クラ
ブスタンドは'89年まで）
		
入場料：900円
（前売り）、1000円
（当日）
		
問：日本クラシックカー協会
		
PHONE：048-458-6660 FAX：048-458-6661
		
URL：http://www.jcca.cc/

■2月／Febuary
2-4日
ジャパン・キャンピングカーショー2019
		
＠：千葉県 幕張メッセ
		内容：国内外のキャンピングカーの展示、販売、及び
アウトドア用品の販売など
		入場料：大人前売り800円（当日1000円）、小中学
生前売り500円
（当日600円）
		問：ジャパン・キャンピングカーショー2019実行委
員会
		
PHONE：03-3405-1815 FAX：03-5785-2981
		
URL：https://jrva-event.com/jccs/
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/
23-24日
NAGOYAオートトレンド2019
		
＠：愛知県 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、
トークショーなど
		
問：NAGOYAオートトレンド事務局
		
URL:http://www.n-autotrend.com/

■3月／March
2日-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/
22-24日
第45回東京モーターサイクルショー
		
＠：東京都 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運営事務局
		
PHONE：03-5638-6406
		
URL：http://www.motorcycleshow.org/

102

24日
東海オールドカークラブ スプリングミーティング
		
＠：岐阜県 木曽三川公園 かさだ広場駐車場
		内容：ヒストリックカーの展示、車両の紹介、部品交
換会、
ビンゴゲームなど
		
参加可能車両：昭和に作られた2、3、4輪車など
		
参加費：2000円
（お弁当付き）
		
問：東海オールドカークラブ事務局
（横山）
		
PHONE：090-8471-5148
30日
		
		
		
		
		
		
		
		

カー・マガジン・ウィークエンドミーティング
2019春 in大磯
＠神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
内容：車両展示、
同乗試乗、
オートジャンブルなど
参加可能車両：2輪、3輪、4輪（年式、
メーカー不問）
参加費：無料
問：カー・マガジン編集部
E-mail：carmag@neko.co.jp
URL：http://www.car-mag.jp/

■4月／April
6-7日
Vecchio Bambino2019 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：1972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：12万円
（1台2名）
		
問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
		
PHONE：086-237-5111 FAX：086-237-7076
		
E-mail：info@vecchiobambino.com
		
URL：http://vecchiobambino.com/
14日
カフェ・ド・ジュリア2019
		
＠：埼玉県 国立女性教育会館内草原広場
		
内容：車両展示、
オートジャンブルなど
		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）、今回よりスパイダーSr.3、Sr.4
も参加可
		
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/
20-21日
26th British Classic Marathon
		
＠：愛知県岡崎市～富山県～岡崎市
		内容：約600kmを走破する1泊2日のドライブラ
リー及びジムカーナ等
		参加可能車両：1974年までに製造された英国車
（同型は1979年まで）、実行委員会が認めたクルマ
		
参加費：要問合せ
		
問：フライングスコット
		
PHONE：0564-54-3840
		
E-mail：flying-s@sun-net.or.jp
		
URL：https://www.flyingscott.net/
21日
第16回 昭和のくるま大集合
		＠：茨城県 競輪場外販売所サテライト水戸特設
会場
		内容：車両展示、
スワップミート、オートジャンブル
など
		参加可能車両：1989年までに生産された2、3、4輪
車など
		参加費：3800円（車両展示）、4800円（車両展示+
スワップミート）、7000円
（オートジャンブル）
		
問：昭和のくるま大集合実行委員会
		
PHONE：090-3099-1871
		
E-MAIL：top-ishikawa.r@docomo.ne.jp
		
URL：http://www.st-mito.com
21日
WEST IN JAPAN FAIRLADY MEETING '19
		
＠：鳥取県 休暇村奥大山
		内容：10年ごとに開催されているフェアレディ系
の車両を対象とした展示、オーナーズミーティン
グなど
		
参加可能車両：フェアレディ系の車両
		
参加費：500円
		問：ウェスト・イン・ジャパン・フェアレディ・ミーティ
ング事務局
		
PHONE：090-7508-0334、090-3749-4255

■5月／May
11-12日
スプレンドーレ榛名2019
		
＠：群馬県 榛名山特設会場
		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/

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。

12日
第10回富士山オールドカーフェスタ2019
		
＠：静岡県 富士市中央公園西地区 多目的広場
		
内容：車両展示、
同乗体験試乗会
		参加可能車両：1980年までに生産された国内外の
三輪、
四輪車
		
参加費：2500円
（車両展示）
		
問：富士山オールドカーフェスタ2019実行委員会
		
PHONE：090-7611-1702 FAX：054-284-7213
		
E-MAIL：oldcarfesta@yahoo.co.jp
		
URL：http://www.oldcarfest.com
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/
30-2/6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/

INFORMATION
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

