●日本全国オーナーズクラブリスト
あしがらクラシックカークラブ
内容：旧車の同好会、奇数月の第1日曜日に定例
ミーティング
地域：神奈川県あしがら、小田原地区が主。湘南ナ
ンバーの車両がメイン
台数：70台
問い合わせ先：
PHONE：090-3688-2241
（担当：小田）
MAIL：youing2072@ybb.ne.jp

Elan Owners Club of Japan
内容：ロータス・エランのオーナーズクラブ
地域：全国
発足年：2009年
台数：不詳
問い合わせ先：
URL：http：//nomi-elan.digi2.jp/

ベントレー ドライバーズ クラブ ジャパン

club Mother Head

Elise Owners Site

内容：20歳代の若手ミニ乗りによるオーナーズクラ
ブ
地域：関西中心 発足年：2010年
台数：20台
問い合わせ先：担当・中西 渓
MAIL：wisteria.3298@hotMAIL.co.jp
MAIL：mini.classic.138@gmil.com
FACEBOOK：https：//www.facebook.com/
groups/288837311316049

内容：ベントレーのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1998年
（英国での発足は1936年）
台数：約150台
（会員数約80名）
問い合わせ先：
URL：http：//bdcj.jp/

内容：イタリア旧車イベント運営スタッフのクラブ
地域：岐阜、
愛知中心
発足年：1992年
台数：17台
（会員数22名）
問い合わせ先：
URL：http：//club.ap.teacup.com/mhij/

内容：エリーゼ、エキシージなどアルミフレームの
ロータス車を中心としたオーナーズクラブ
（サイト）
地域：日本全国
発足年：2001年
台数：推定300台程度
問い合わせ先：
URL：http：//www.eos111.com/

ALFA164 OWNER'S CLUB

BMWクラブジャパン
内容：B M Wグループモデルのオーナーズクラブ
（ B M W 、M I N I 、ロールス・ロイスおよびB M W
Motorrad）
地域：日本全国
発足年：1964年
台数：約500台
（約220名）
問い合わせ先：
URL：http：//www.bmwclubs.ne.jp

Club RENAULT 4 JAPON

フェラーリ328クラブ・オブ・ジャパン

内容：ルノー・キャトルのワンメイククラブ（キャトル
が好きな方なら、
誰でも入会が可能）
地域：日本全国
発足年：1991年
台数：約200台
（通算約650台）
問い合わせ先：
URL：http：//club-renault4.jp/

内容：フェラーリ328系のオーナーズクラブ（オー
ナーでなくても参加可能。
クラブとしての品位、
メン
バー同士の心のこもった交流を重視）
地域：日本全国
発足年：2014年3月
台数：40台
問い合わせ先：
URL：http：//www.ferrari-328-club-of-japan.jp

AREA360

ボクサーゼックス

CLUB S30

フェラーリクラブジャパン

内容：ホンダN360のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2010年
台数：20台
問い合わせ先：
MAIL：area360@tamso.com
URL：http：//area360.tamso.com/

内容：ポルシェを中心としたヨーロピアンスーパー
カーのクラブ
地域：東北地方
発足：1978年
台数：40台
問い合わせ先：藤原
MAIL：fcofuji@rose.ocn.ne.jp

内容：初代日産フェアレディZ（S30型）
のオーナー
ズクラブ
地域：日本全国
（会員は日本、
アメリカ、
イギリス）
発足年：1996年11月
台数：61台
（68名）
問い合わせ先：
MAIL：club-s30@club-s30.com

内容：フェラーリのオーナーズクラブ
地域：日本全国（メンバー）、関東近辺（ツーリング）
発足年：1982年
台数：50台
問い合わせ先：事務局（レーシングサービスデイノ
内）
PHONE：029-824-1662

Club U12

フェラーリ・クラブ・オブ・ジャパン

Aston Martin Owners Club Japan
内容：アストンマーティンのオーナーズクラブ
（クラブの主旨、
目的に賛同する方なら、車両の有無
を問わず基本的に入会可能）
地域：日本国内在住者が対象
発足年：1979年11月 台数：約150台
（約100名）
問い合わせ先：事務局
（シマ・クリエイティブハウス内・横山良樹）
PHONE：03-3409-8881

URL：http：//www.amocj.org

088

Club LOTUS
内容：ロータスのオーナーズクラブ（特定のショップ
の介在しない"純粋"クラブ）
地域：日本全国
発足年：1979年
会員数：約50名
問い合わせ先：
URL：http：//www.clublotus.gr.jp

アヒルレーシング

内容：アルファ164のオーナーズクラブ（アルファ
164を愛する方なら誰でも入会可能）
地域：日本全国
発足年：1993年4月
会員数：55名
問い合わせ先：
URL：http：//www.alfa164.com/

［オーナーズクラブリスト］

BBクラブジャパン
内容：フェラーリBB系のオーナーズクラブ
地域：日本全国
（メンバー）
、
関東近辺
（ツーリング）
発足年：2009年
台数：16台
問い合わせ先：レーシングサービスデイノ
（担当・切替 徹）
PHONE：029-824-1662

Club106
内容：プジョー106、
シトロエン・サクソのオーナー
ズクラブ
地域：日本全国
発足年：2015年
台数：約40台
問い合わせ先：
MAIL：omng@mn-tax.jp
URL：http：//www.mn-tax.jp/garage/club106

内容：日産ブルーバード
（U12型）
のオーナーズクラブ
（全日本ダットサン会協力クラブ）
地域：日本全国
（主に関東近郊が中心）
発足年：2001年11月
台数：約30台
（20名）
問い合わせ先：
MAIL：info@club-bb-u12.com
URL：http：//www.club-bb-u12.com/

内容：フェラーリ社公認のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1990年
台数：約500名
問い合わせ：事務局
PHONE：03-6894-9422
URL：http：//www.ferrari-club-of-japan.jp/

Automobile Club Japan

Club308

CLUB ZAGATO GIAPPONE

フェラーリ・オーナーズ・クラブ・ジャパン

内容：谷保天満宮旧車祭、熱海ヒストリカG.P.他、年
間大小40回以上のアクションを興こしている、車種
を限定しない日本最古の自動車愛好家クラブ
地域：本州全域
発足年：明治41年8月1日
登録会員数：476名（2018年1月3日現在）
問い合わせ先：事務局
〒186-0002東京都国立市東4-3-10
PHONE：042-574-9979

内容：フェラーリ308を中心としたオーナーズクラ
ブ
地域：日本全国
発足年：2006年
台数：50台以上
問い合わせ先：
URL：http：//blogs.yahoo.co.jp/quattro_
b_308/

内容：ザガート車のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2000年
台数：87台
問い合わせ先：
MAIL：info@zagatoclub.jp
URL：http：//www.zagatoclub.jp

内容：フェラーリ社公認のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2014年
台数：約500台（約330名）
問い合わせ：
URL：http：//www.foc-japan.com/

Austin Healey Club of JAPAN

CLUB ABARTH

C.M.O.C縁

フロントG.コネクション

内容：オースチンヒーレー及びヒーレーのオーナー
ズクラブ
（イギリス、
アメリカ、
カナダ、
オーストラリア
を始め、
ヨーロッパ各国のヒーレークラブとの交流
も行う）
地域：日本全国 発足年：1979年
台数：62台
問い合わせ先：
MAIL：staff@ahc.jp
URL：http：//www.ahc.jp/index.html

内容：アバルトのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2011年11月
台数：63台
問い合わせ先：
PHONE：052-871-6464
MAIL：fkz@museo500.com
URL：http：//carcle.jp/club/CLUBABARTH/

内容：クラシック・ミニ好きによるオーナーズクラブ
地域：広島県及び近県
発足年：2011年
台数：13台
（15名）
問い合わせ先：
URL：http：//www3.hp-ez.com/hp/mini-en

内容：いすゞジェミニのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1990年
人数：70名程度
問い合わせ先：事務局
PHONE&FAX：0562-83-9515

バックヤードつくば

CLUB BISCIONE

コスモスポーツオーナーズクラブ

group RUNABOUT

内容：
『昭和のくるま大集合』
イベントを2004年か
ら主催、
ツーリング等
地域：主に関東、福島県のイベントに参加
発足年：1988年4月1日 台数：40台
問い合わせ先：
〒300-0817茨城県土浦市永国886-13
（イシカワ内）
PHONE：090-3099-1871
（担当：石川）
MAIL：top-ishikawa.r@docomo.ne.jp
URL：http：//www.st-mito.com/（イベント開催
時のみ）

内容：アルファロメオのクラブ（アルファロメオ好き
であれば車両所有の有無は問わず）
地域：関東
発足年：1990年
台数：22台
（17名）
問い合わせ先：
MAIL：biscione@hotMAIL.com

内容：マツダ（当時東洋工業）社のコスモスポーツ・
オーナーのクラブ
地域：世界全11支部
（国内10、
海外1）
発足年：1977年
台数：約150人
問い合わせ先：
URL：http：//cosmosport.net

内容：フィアット及びベルトーネX1/9のオーナーズ
クラブ
地域：日本全国（関東中心）
発足年：1990年
台数：40台
問い合わせ先：
URL：http：//www.asahi-net.or.jp/~rz9t-hrgc/
Runabout.html

Group Lotus Japan Racing

KdF Volkswagen owners club of japan

MORGAN SPORTS CAR CLUB JAPAN

スカイライン2000GT-R オーナーズクラブ中部

全日本ダットサン会

内容：ロータスのオーナーズクラブ
発足年：1985年
台数：73台
問い合わせ先：事務局（テクニカルショップ・ハッ
ピー内）
PHONE：03-3657-2260

内容：ノーマルVWのオーナーズクラブ（大衆車とし
てのオリジナルVWを愛する方であれば入会可）
地域：日本全国（岡山〜福島辺りまでの会員が主）
発足年：1979年 台数：約150台
問い合わせ先：事務局 信沢あつし&えりこ
〒371-0024 群馬県前橋市表町1-8-8
PHONE：027-221-7998
MAIL：vw_web_news@infoseek.jp
URL：http：//volkswagen-japan.cocolog-nifty.
com/blog/

内容：モーガンのオーナーズクラブ
地域：日本全国
（４エリア11支部）
会員数：約150人
問い合わせ先：
URL：http：//www.msccj.jp

内容：ツーリング及びノスタルジックカーショー、
ニ
スモフェスティバルへの参加など
地域：中部地方
発足年：1978年11月26日
台数：10台及びレーシングカー
問い合わせ先：
〒452-0001愛知県清須市西枇杷島町古城2-6-5
PHONE：090-1470-9600
MAIL：pgc10t@key.ocn.ne.jp

内容：戦前のオールド・ダットサンを含む歴代日産
車のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1985年9月5日
台数：414台（382名）
問い合わせ先：東京本部事務局
〒108-0075東京都港区港南2-3-26
PHONE：03-3472-4722

GT-R オーナーズクラブ茨城

L4CLUB

NIERENKLUB（にーれんくるっぷ）

SM CLUB DU JAPON

TAA（Transaxle Alfaromeo Association）

内容：毎月の定例ミーテングと不定期で行うツーリ
ング、
毎年4月の筑波サーキット走行会等
地域：日本全国
発足年：1981年
台数：27台
問い合わせ先：事務局
〒303-0045茨城県常総市大塚戸町303-1
PHONE：090-2202-0684
MAIL：s20-pgc10.pine@orange.zero.jp

内容：ロータスのオーナーズクラブ
地域：四国
発足年：2012年
台数：約15台
問い合わせ先：
URL：http：//eru4club.wix.com/l4club

内容：1970年代のBMW、
マルニ系や3.0CS系の
オーナーズクラブ
地域：関東近辺だが、
地方会員も在籍
発足年：1987年
台数：約15台
問い合わせ先：
URL：http：//2002.ne.jp/nierenklub/

内容：シトロエンSMのオーナーズクラブ
地域：日本全国
設立：2001年
会員数：51名
問い合わせ先：
MAIL：komox@jttk.zaq.ne.jp
URL：http：//www.jttk.zaq.ne.jp/citroen-sm/

内容：Tipo116系、126系等のトランスアクスル・ア
ルファロメオ好きの集まり。各地域でミーティングを
年に数回、
中部地区でのミーティングなどを年に一
回開催。対象車種はアルフェッタ、
ヌーヴァ・ジュリ
エッタ、75、90、SZ&RZ（ES30）
地域：全世界（外国人メンバーも在籍）
発足：2011年
問い合わせ先：
URL：https：//blogs.yahoo.co.jp/ta_alfaromeo

ハイエース クラシックス

ランチア・クラブ・ジャパン

日本シトロエンクラブ

スバル360オーナーズクラブ

ダットサン510クラブ・ジャパン

内容：1967〜1988年までのハイエースのオー
ナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2011年
会員数：35名
問い合わせ先：本部
（担当：酒井）
PHONE：0246-43-1789

内容：ランチアのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1992年
台数：約250台
問い合わせ先：
URL：http：//lanciaclub.jp/

内容：シトロエンのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1965年
台数：約150台
問い合わせ先：ウェブ担当・伊藤
〒657-0023兵庫県神戸市灘区高羽町5-2-6
MAIL：602cc@602cc.com

内容：スバル360、
R-2、
サンバー、
カスタム等のオー
ナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2005年
台数：約100名
問い合わせ先：
URL：http：//www.subaru360.info/

内容：ダットサン510オーナーによるクラブ
地域：日本国内およびアメリカ・カナダ（オーナー、
ファンと交流）
発足年：1975年
台数：126台
問い合わせ先：事務局担当・瀧山正夫
〒333-0845埼玉県川口市上青木西1-8-37
PHONE：048-252-1280

日野コンテッサクラブ

ランチア・テーマ・オーナーズクラブ

Old Honda Fun Club ホンダなかよし倶楽部

スバル・アルシオーネ・オーナーズクラブ XAVI

ダットサン・ブルーバード510クラブ（クラブ510）

内 容：日 野 製 小 型 車（ 日 野 ルノー 、コンテッサ
900&1300、
トヨタ含むブリスカ900&1300）、
コ
ンマースのオーナーおよび愛好家によるクラブ
地域：全世界
発足年：1972年
会員数：104名
（2014年度）
問い合わせ先：
URL：http：//www.hinocontessa.com/

内容：ランチア・テーマのオーナー、または元オー
ナーによるクラブ
地域：日本全国
発足年：1996年
台数：約60台（約80名）
問い合わせ先：
URL：http：//www.lancia-thema.com/

内容：昭和40年代までのホンダ製品全般のコレク
ションオーナーの集まり
地域：全世界
発足年：2001年8月24日
台数：500台以上
（約230名）
問い合わせ先：
MAIL：stepup@bg.wakwak.com
URL：http：//park7.wakwak.com/~stepup/

内容：初代アルシオーネのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1998年
台数：約70名
問い合わせ先：contact@xavi-japan.net
URL：http：//www.xavi-japan.net/

内容：510型日産ブルーバートと、C30型日産ロー
レルのオーナーズクラブ
（全日本ダットサン会傘下）
地域：日本全国
発足年：2008年
台数：20台
問い合わせ先：
MAIL：kaz_h510sss@s9.dion.ne.jp

HONDA N360 ENJOY CLUB

Lotus JPS Club

プリンス モータリスト クラブ（PMC）

TEAM,356（チームコンマサンゴーロク）

日産商用車CLUB（NCCC）

内容：ホンダNシリーズ（N360、N400、N600、
LN360）
のオーナーズクラブ
地域：日本全国 発足年：1983年 台数：約50台
（40名）
問い合わせ先：事務局
〒277-0054千葉県柏市南増尾5-12-9
MAIL：hondan360enjoyclub@MAIL-office.jp
MAIL：Honda.n360@enjoy.office.ne.jp
URL：http：//www.n360-enjoy.org
FACEBOOK：https：//www.facebook.com/
HONDAN360ENJOYCLUB

内容：ロータス・ミッドシップカー中心のオーナーズ
クラブ
地域：関西、
四国、
中国地区
発足年：1994年
台数：50台
問い合わせ先：
URL：http：//lotusjps.com/

内容：プリンス自動車の愛好家によるクラブ
地域：全世界
発足年：1962年頃
（2013年再発足）
会員数：約50名
問い合わせ先：広報（担当：飯田）
PHONE：048-971-8686
MAIL：pmc@barracuda.jp

内容：スバル360のオーナーズクラブ
地域：関東中心
発足年：1987年
台数：約20台
問い合わせ先：
URL：http：//www.subaru360.com/

内容：1985年式までの日産／ダットサン商用車の
オーナーズクラブ
（全日本ダットサン会傘下）
地域：全世界
発足年：2011年
会員数：約60名
問い合わせ先：事務局
（担当：飯田）
PHONE：048-971-8686
MAIL：mail@barracuda.jp

Honda Sports Fun Club エスで走ろう会

MAZDA CAROL 360 OWNERS CLUB

Roadster Club of Japan（RCOJ）

Team-Wizard

内容：ホンダ・エスシリーズ（S500、S600、S800）
のオーナーズクラブ（オーナーでなくても賛同する
方なら参加可能）
地域：日本全国
（関東中心）
発足年：2003年10月
台数：約80台
問い合わせ先：
URL：http：//hsfc846.web.fc2.com/

内容：マツダ・キャロル360を保存しながら飼育する
オーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1985年
台数：生存確認20台位、冬眠車両未確認
問い合わせ先：埼玉支部
MAIL：nxtpq981@ybb.ne.jp

内容：ユーノス＆マツダ・ロードスターのユーザー、
ファンクラブ
地域：日本全国
発足年：1996年4月
台数：1000台超
（約1000名）
問い合わせ先：事務局
〒156-0054東京都世田谷区桜丘4-24-23-601
PHONE：03-3426-6069
MAIL：rcoj-office@open-inc.co.jp
URL：http：//www.open-inc.co.jp/rcoj

内容：トヨタ2TGエンジン搭載車両（TE27、TA22、
TA27など）
のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：2006年
台数：約15台
問い合わせ先：
URL：http：//wizard-drag.com/

いすゞ117クーペオーナーズクラブ

Mercedes-Benz Club107

SAAB OWNER'S CLUB OF JAPAN

THE 1100 CLUB JAPAN

内容：いすゞ117クーペのオーナーズクラブ
地域：全国
発足年：1976年1月17日
会員数：114名
問い合わせ先：事務局
〒114-0003東京都北区豊島6-15-18
PHONE&FAX：03-3919-9737
MAIL：info@117oc.com

内容：Mercedes-Benz W107
（R107-SL/C107SLC）
のオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1992年
台数：約70台
問い合わせ先：
URL：http：//www.mercedes-benz-club107.jp

内容：サーブ愛好者のクラブ
地域：日本全国
発足年：1982年
台数：73台
問い合わせ先：事務局
info@saabclub.jp
URL：http：//www.saabclub.jp

内容：ADO16を中心とした'50〜'60年代のBMC
系英国車によるクラブ
地域：全国
発足年：1990年
人数：約55名
問い合わせ先：事務局
MAIL：info@1100club.jp

ジャック ヒストリック カー クラブ（JHCC）

Mercedes-Benz Veteran Club
Deutschland, Section Japan

さいたま東サブロク オーナーズクラブ

Toyota MR2 Mk1 Owners' Association

内容：毎年3月に行われるツーリングと2月開催のサ
ブロクイベントへの主催、
参加
地域：埼玉県、
栃木県 発足年：2009年
台数：25台
問い合わせ先：
〒340-0114埼玉県幸手市東1-18-27-508
PHONE：090-5514-7568
（担当：吉崎勝）
MAIL：nwb-mandm@mug.biglobe.ne.jp
（担当：
新津光洋）

内容：トヨタMR2 1型
（AW10、
11型 MR2）
のオー
ナーズクラブ
地域：関東、
東海
発足年：2014年
台数：9台
問い合わせ先：
URL:http://www.tmoa.jp/

マセラティ クラブ オブ ジャパン

SEVEN OWNER'S CLUB OF JAPAN

トヨタ2000GTオーナーズクラブジャパン

内容：マセラティのオーナーズクラブ（同クラブの規
定する関連メイクスも参加可能）
地域：日本全国
発足年：1993年
会員数：約150名
問い合わせ先：
FAX：050-3424-3260
URL：http：//www.maseraticlub.jp/

内容：セブン、
スーパーセブンのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1981年
台数：120台
問い合わせ先：
URL：http：//www.socj.jp/

内容：トヨタ2000GTのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1981年
会員数：75名
問い合わせ先：事務局
（担当：山本）
〒252-0302
神奈川県相模原市南区上鶴間7-6-6-3F
PHONE：042-745-8888
FAX：042-745-8886

内容：国産外車を問わず1960年代の車両を中心と
したクラブ
地域：群馬県近郊
発足年：1995年
台数：60台程
（32名）
問い合わせ先：
PHONE：090-1504-7025（小山）
MAIL：jhcc1995@docomo.ne.jp

内容：1972年以前（W114/115は1976年以前）
のメルセデス・ベンツのオーナーズクラブ
地域：日本全国
発足年：1980年
会員数：約60名
問い合わせ先：
URL：http：//mvcj.jp/

Japan [Classic MINI] Charity Meeting
内容：クラシック・ミニ・オーナーの東日本大震
災復興支援チャリティーミーティング開催団体
地域：日本全国
発足年：2012年
台数：約360台（集計参加台数）
問い合わせ先：
MAIL：mini.jcmcm@gMAIL.com
URL：http：//minijcmcm.wix.com/jcmcm
FACEBOOK：https：//www.facebook.com/
japan.classic.mini.charity.meeting

190SL CLUB JAPAN
内容：メルセデス・ベンツ190SLのオーナーズクラブ
（オーナーでなくても参加可能）
地域：日本全国（関東近隣中心）
発足年：2016年
台数：7台
問い合わせ先：事務局
（ヘリテージ カー サポート ロアーディ内）
PHONE：090-1051-7261（担当：高橋）
URL：http：//loredi.net/

INFORMATION
こちらのコーナーに掲載希望の全国
のオーナーズクラブを募集していま
す。
内容、地域、発足年、台数（人数）、
問い合わせ先を記入の上、編集部ま
でご応募下さい！
●〒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
「日本全国オーナーズクラブリスト」
係
●MAIL：carmag@neko.co.jp

089

