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［国内イベント］

◎2015年

■10月/October
 29日 第44回東京モーターショー2015
 -11月8日 ＠：東京都 東京ビッグサイト
   内容：新型車のワールドプレミア、ジャパンプレミア、コンセプトカー展

示、その他各企業によるブース出展
   入場料：一般1600円（前売り入場券1400円）、高校生500円（前

売り入場券400円）、中学生以下無料
  問：第44回東京モーターショー2015 
  URL：http://www.tokyo-motorshow.com/

 31日 第23回トヨタ東自大学園祭2015
 -11月1日 ＠：東京都 トヨタ東京自動車大学校
   内容：サービス技術コンクール、車両展示、チャリティー縁日、学生に

よる自主研究発表、展示販売等
  入場料：無料
  問：トヨタ東京自動車大学校
  PHONE：042-663-9212
  URL：https://www.toyota-jaec.ac.jp/ 

■11月/November
 1日 カー・マガジン・ウィークエンド・ミーティング2015 
  with フォード・フォーカス
  ＠：兵庫県 表六甲ドライブウェイ
  内容：読者ミーティング、新型フォーカス同乗走行会
  入場料：無料
  問：カー・マガジン公式HP
  URL：http://www.car-mag.jp/

 1日 第10回クラシックカーフェスティバル in 桐生
  ＠：群馬県 群馬大学理工学部桐生キャンパス
  内容：車両展示、公道ラリー、ガレージセール
  参加可能車両：1975年以前に生産された国産車及び外国車
   参加費：車両展示1台3000円、ラリー1台5000円、ガレージセール

1区画1万円
  問：クラシックカーフェスティバルin 桐生実行委員会事務局
  PHONE：0277-45-1201　FAX：0277-45-1206
  E-mail：y-tsunoda@kiryucci.or.jp
  URL：http://www.kiryucci.or.jp/ccf/

 1日 晴海Autumn Festival THE銀座RUN
  ＠：東京都 中央区晴海埠頭特設会場
  内容：車両展示、パレードラン、フリーマーケット
  参加可能車両：要問合せ
   参加費：車両展示 & パレード走行1台5000円、車両展示のみ1台

3000円、フリーマーケット1区画2000円、クラブ & ショップブース1
区画5000円

  問：HAF銀座RUN実行委員会
  FAX：03-3946-4468
  E-mail：info@vaz-sport.com
  URL：http://www.vaz-sport.com/vaz_007.html

 1日 FIAT & ABARTH 500 全国ミーティング2015
  ＠：静岡県 浜名湖ガーデンパーク西側駐車場
  内容：車両展示、ビンゴ大会
   参加可能車両：フィアット 500、アバルト 500とその先代車種（チン

クエチェント、 ヌオーヴァ500、トッポリーノ等）
  参加費：1台500 円
  問：イベント事務局
  E-mail：fiat-abarth@googlegroups.com
  URL: http://fiat.abarth.me/eting2015

 1日 第23回 JAPAN MINIDAY in 浜名湖
  ＠：静岡県 浜松市渚園キャンプ場
   内容：オートジャンブル、メモリアルミュージアム、クラブサイト、じゃんけ

ん大会 & オークション等
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：1人3500円（前売り2500円）、小学生以下無料
  問：ジャパン ミニディ大会事務局
  PHONE：076-292-1132
  E-mail：miniday@j-msa.com
  URL：http//www.j-msa.com

 7日 横浜ヒストリックカーデイ　4th
  ＠：神奈川県 横浜赤レンガ倉庫イベント広場
  内容：ヒストリックカー展示、ロードラリー同乗体験
   参加可能車両：1974年までに生産された自動車。原則としてオリジ

ナル、または当時の競技仕様車
  参加費：5000円
  問：横浜ヒストリックカーデイ運営事務局
  E-mail：yokohama.historicarday@gmail.com
  URL：http://yhcd.jimdo.com/

 7日-8日 第16回　コッパ・デッレ・アウトストリケ
  ＠：群馬県内
  内容：ヒストリックカーによるタイムラリー
  参加可能車両：1974年以前に生産が開始された車両
  参加費：1台2名9万8000円～
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL：http://www.auto-storiche.jp/

 8日 カー・マガジン・ウィークエンド・ミーティング2015 
  with フォード・フォーカス
  ＠：神奈川県 箱根ターンパイク 
  内容：読者ミーティング、新型フォーカス同乗走行会
  入場料：無料
  問：カー・マガジン公式HP
  URL：http://www.car-mag.jp/

 14日-15日 2015年スズカ第36回大会
  オールジャパンホンダスポーツミーティング
  ＠：三重県 鈴鹿サーキット　モビリティランド
   内容：レーシングコース走行、パーツの展示・販売、交歓会、立食パー

ティ
   参加可能車両：ホンダスポーツ、ホンダ空冷シリーズ、旧水冷360cc

モデル、S660
  参加費：2万円～4万7000円
  問：イベント事務局
  PHONE：06-4793-0056
  FAX：06-6945-7177
  E-mail：mail@twincamclub.x0.com
  URL：http://www.twincamclub.com

 14日-15日 第33回"ミルキーウェイ"ブルーアイランド ラリー 2015　
  Round 22
  ＠：愛媛県～高知県 四国カルスト
  内容：四国路350kmを走破するスカベンジャーラリー
   参加可能車両：1975年までに生産された国産車、外国車及びレプ

リカ車
  参加費：1台2名6万5000円
  問：ミルキーウェイ2015実行委員会
  E-mail：milkyway_blueisland@yahoo.co.jp

 15日 2015 Coppa del lavoro Italiano
  ＠：奈良県 名阪スポーツランド
  内容：1975年までに生産された車両によるタイムアタックレース
  参加可能車両：1975年までに生産開始された車両
  参加費：1万円
  問：クラブマザーヘッド
  URL：http://club.ap.teacup.com/mhij/

 15日 カー・マガジン・ウィークエンド・ミーティング2015 
  with フォード・フォーカス
  ＠：三重県 伊勢志摩スカイライン 
  内容：読者ミーティング、新型フォーカス同乗走行会
  入場料：無料
  問：カー・マガジン公式HP
  URL：http://www.car-mag.jp/

 21日-22日 LOTUS ELANミーティング
  ＠：静岡県 ニューウェルサンピア沼津
  内容：車両展示、パーティ
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：ドライバー2万5000円、同乗者2万円
  問：LOTUS ELANミーティング事務局
  E-mail：lotus.elan.meeting@gmail.com

 22日 お台場旧車天国2015
  ＠：東京都 臨海副都心青梅地区お台場特設会場
  内容：車両展示、スワップミート、企業ブース、体験試乗ブース
  入場料：1200円（小学生以下無料）
  問：お台場旧車天国2015実行委員会
  URL：http://www.oldtimer.jp/tengoku/

 22日 TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL 2015
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：車両展示、オーナーズクラブミーティング、コンテスト、サーキット

サファリ、グリッドウォーク等
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：無料
   問：トヨタ ガズーレーシング フェスティバル（TGRF） 運営事務局九

段事務所
  PHONE：03-3261-7117　Fax：03-3261-7119
  E-mail：info2015@tgrf.jp

 23日 第8回COPPA DI TOKYO
  ＠：東京都 汐留イタリア街西公園
  内容：ラリー形式のツーリング
  参加可能車両：バブルカー、'60年代までに生産されたスポーツカー
  参加費：2名1組5万円
  問：COPPA DI TOKYO事務局
  E-mail：kunio@amica.co.jp
  URL：http://www.coppadikoumi.com/

 28日 2015 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル 
  in 神宮外苑
  ＠：東京都 明治神宮外苑　聖徳記念絵画館前
  内容：車両展示、公道パレード
  参加可能車両：1985年に生産された国産車・輸入車（2輪車を除く）
  参加費：1台3000円
  問：トヨタ博物館　クラシックカー・フェスティバル応募事務局
  PHONE：0561-63-5151
  FAX：0561-63-5159
  E-mail：xk-ukeire@mail.toyota.co.jp

 29日 第12回京都ヴィンテージカーフェスティバル
   in 京都市役所前広場
  ＠：京都府 京都市役所前広場
   内容：車両展示、チャリティバザー、チャリティオークション、旧車関連

品のスワップミート
   参加可能車両：1985年までに生産された国産車、外国車(レプリカ

を含む)
  参加費：1台5000円(ドライバーの記念品、昼食含む)
  問：京都ヴィンテージカークラブ事務局
  PHONE & FAX：075-622-2916(19時以降)

■12月/December
 6日 2015秋 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3000円（前売り2500円）
  問：サイドウェイ事務局
  PHONE：03-6432-7662　FAX：03-6432-7663
  E-mail：ecossecars@k2.dion.ne.jp

 6日 第5回 IBARAKI VINTAGE CAR SHOW
  ＠：大阪府 茨木市中央公園 北グラウンド
  内容：車両展示、フリーマーケット、フード販売など
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  入場料：無料
  問：茨木ヴィンテージカーショー実行委員会
  PHONE：072-638-0200

 13日 第1回前橋昭和の自動車展
  ＠：群馬県 前橋中央商店街、中央イベント広場
  内容：車両展示、ブース販売
  参加可能車両：昭和に生産された国産車で主催者が認めた車両
  参加費：展示ブース1区画3000円、販売出店ブース1区画5000円
  問：前橋昭和の自動車展実行委員会
  PHONE：027-253-5923　FAX：027-280-3440
  E-mail：maebashishowa@s-pr.co.jp
  URL：http://www.s-pr.co.jp/maebashisowa/

 13日 WITH ME筑波1000走行会
  ＠：茨城県 筑波サーキット1000
  内容：サーキット走行会、講習
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：3500円～3万5500円
  問：WITH ME走行会事務局
  PHONE：03-5838-7397
  URL：http://www.withme-racing.com

 13日 Tokyo Bayside Classic Cup
  ＠：千葉県 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
  内容：各種レース、スポーツ走行
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：レース1台1万8000円、走行会1台1万2000円
  問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会　事務局
  PHONE：042-488-5562
  FAX：042-486-7735

 20日 第93回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 マリネリア
   内容：ミニチュアカー、プラモデル、実車カタログ、その他あらゆるコレ

クションアイテム展示即売、オークション、アメリカ車、ヒストリックカー
の展示

  入場料：1000円
  問：ワンダー事務局
  PHONE：045-651-0509　FAX：045-681-0190
  URL：http://www.sunset.shop-site.jp/

 23日 WITH ME筑波2000走行会
  ＠：茨城県 筑波サーキット2000
  内容：サーキット走行会
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：2万円～2万2000円
  問：WITH ME走行会事務局
  PHONE：03-5838-7397
  URL：http://www.withme-racing.com

［海外イベント］

◎2015年
  

■11月/ November
 13日-15日 Classic Motor Show
  開催国：イギリス
   イギリス・バーミンガムで行われるヒストリックカーを中心としたモーター

ショー。車両ディスプレイのほかに展示販売やオークション、更にはレ
ストアの実演ショーなど様々な催しが行われる。

  URL：http://www.necclassicmotorshow.com/

◎2016年

■1月/January
 14日-17日 Autosport International The Racing Car Show
  開催国：イギリス
   モータースポーツ史に名を残したヒストリックカーをはじめ、様々なレー

シングカーが展示されるバーミンガムのモーターショー。他にも、カート
を体験できるトラックエリアなどが設けられる。

  URL：http://www.autosportinternational.com/

   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）を明
記した上、ハガキもしくは封書で開催の3ヶ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。

  〒153-8545　
  東京都目黒区下目黒2-23-18
  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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