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●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、郵送
あるいはメールにて開催の3ヵ月前を目安に下記宛て先ま
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
または carmag@neko.co.jpまで

INFORMATION

［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。

【国内イベント】
2019年
■11月／November
	
	 -12月22日	 スカンディナヴィアの風に吹かれて
	 	 北欧の個性VOLVO&SAAB
  @:愛知県 アウト ガレリア "ルーチェ"
   内容:ボルボ544／P1800／アマゾン、

サーブ92／96／ソネット展示など
   入場:無料（12:00～18:00、祝日を除く

月・火曜日は休館）
  問:アウト ガレリア "ルーチェ"
  PHONE:052-705-6789
  URL:http://www.luce-nagoya.jp

	 -12月27日	 ART	WORKS	TAIMEI	KITAJIMA
   ＠:東京都 ガレーヂ伊太利屋お台場

ショールーム2F
   内容:COPPA GIAPPONEが主催するヒ

ストリックラリーイベントのために北島泰
明氏が書き下ろした10年間分の作品の展
示、限定アイテムの販売など

  入場料:無料
  問:COPPA GIAPPONE
  E-MAIL:kunio@amica.co.jp

	28日-12月2日	 	クラシックジャパンラリー2019平戸
  ＠:福岡～長崎～大分～佐賀～山口など
   内容:ヒストリックカーによる3泊4日の公

道ラリー
  参加台数:40台予定
  問:クラシックジャパンラリー事務局
   URL:https://classicjapan.jp/2019_

hirado/

■12月／December
	
	 1日	 2019	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
  入場料:１人3500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

	 1日	 茨木ヴィンテージカーショー2019
  ＠:大阪府 茨木市中央公園南グラウンド
   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:要問合せ
   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）
  URL:http://www.vintagecar-ibaraki. 
  com/

	 1日	 あいちトリコローレ2019
  ＠: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
  参加台数:200台（事前申し込み）
  問:カーくる
  E-MAIL:ml@carcle.jp

	 1日	 28th	Annual	YOKOHAMA	
	 	 HOT	ROD	CUSTOM	SHOW	2019
  ＠: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3800円、当日4300円
  問:MOONEYES
   URL:http://yokohamahotrodcustomshow.
  com/

	 8日	 谷保天満宮旧車祭2019
  ＠：東京都 谷保天満宮境内 他3会場
  内容：車両展示、近乗り会など
   参加可能車両：1999年までに生産された

車両
  参加費：7000円（弁当、記念品付き）
   問：谷保天満宮旧車祭2019実行委員会

事務局（ACJ内）
  PHONE:042-574-9979
  FAX:042-574-9907
  E-mail：1908acj@gmail.com
  URL：http://acj1908.com

	 8日	 NISMO	FESTIVAL	2019
  ＠: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:nismofes2019@ad-carb.com

   URL:http://www.nismo.co.jp/event/
festa2019/

	 8日	 第27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）
  入場料:駐車無料
   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/

	 15日	 第105回ワンダーランド・マーケット
  ＠:神奈川県 横浜産貿ホール
   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
  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/

	 15日	 TOYOTA	GAZOO	RACING	
	 	 FESTIVAL	2019
   ＠:静岡県 富士スピードウェイ
   内容:デモ走行、車両展示、トークショーな

どが行われるトヨタ ガズーレーシングの
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:info2019@tgrf.jp
   URL:https://toyotagazooracing.com/

jp/tgrf/2019/

	 15日	 OS	Nostalgic	1day	2019
   @:岡山県 岡山国際サーキット
   内容:ファミリー走行、サーキット走行、トー

クショー、じゃんけん大会など
   応募参加可能車両:歴代スカイライン、

R35GT-R、歴代フェアレディZ、同イベント
前年参加車両（要車検対応、自走参加、仮
ナンバーNG）

  問:OS Nostalgic 1day 2019事務局
   URL:https://www.osgiken.co.jp/

topics/1912Nos1Day/

2020年
■1月／January
	
	 10-12日	 東京オートサロン2020
  ＠: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/2020/

	 12日	 The	12th	New	Year	Mini	Meeting
	 	 2020
  ＠: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、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1台500円
  問:NYMM実行委員会
  URL:https://nymm.on-www.com

■2月／Febuary
	
	 14-16日	 第24回大阪オートメッセ2020
  ＠:大阪府 インテックス大阪
   内容:チューニングカー、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

	 28日	 カー・マガジン・
	 	 ウィークエンドミーティング
	 	 2020春in大磯
  @:神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
   内容:カー・マガジン読者ミーティング、車

両展示、同乗試乗会、ショップ出店、オート
ジャンブルなど

  参加車両:特に規定なし
  入場料:無料
   問:ネコ・パブリッシング カー・マガジン編

集部
  URL:http://www.car-mag.jp/

■4月／April

	 12日	 VW	Orange	Bug -Beachside
	 	 Festival-2020
  @:和歌山県 片男波海水浴場
   内容:空冷フォルクスワーゲンのミーティン

グ、スワップミート
  開催時間:9:00～15:00
  問:MACHIN HEAD
  PHONE:073-423-3630

【海外イベント】
◎2020年
■1月／January
	
	 9-12日	 オートスポーツ・インターナショナル
	 	 2020
  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/

	 29-2月5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/

	31日-2/2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/

■2月／February
	
	 5-9日 レトロモビル2020
  開催国：フランス
   内容：オートモビリアの展示販売、その他

自動車クラブでの出展やオークションなど
も盛んで、ヒストリックカーファンにはお馴
染みのイベントとなっている。

  URL：https://www.retromobile.com/

	 20-23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/

■3月／March
	
	 5-15日 ジュネーブ・インターナショナル・
	 	 モーターショー
  開催国:スイス
   内容:毎年3月にジュネーブで開催されてい

る国際モーターショー。中立国ということ
もあり、欧州メーカーを中心に大小幅広い
顔ぶれとなることが特徴。ジュネーブ空港
に直結する会場へのアクセスのよさも人気
の理由となっている

  URL:https://www.gims.swiss/


