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［国内イベント］

◎2016年

■11月/November
 26日 2016 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：約100台による公道パレード、車両展示など
   参加可能車両：1986年以前に生産された国産・輸入車で、正規の

ナンバープレートがある車両、乗用車及び商用車(大型、軍用は除
く)、オリジナルを基本とした車両(レプリカ・改造車は不可)、任意保険
(対人・対物・搭乗者)に加入していることが条件

  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
  〒480-1118
  愛知県長久手市横道41-100
  PHONE:0561-63-5151
  FAX:0561-63-5159
  E-mail:xk-ukeire@mail.toyota.co.jp
  
 26日-27日 23rd MASERATI DAY 2016
  ＠：神奈川県 小田原市 ヒルトン小田原リゾート
  内容：車両展示、ディナー、ミニツーリング
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：マセラティ クラブ オブ ジャパン
  E-mail:23day@maseraticlub.jp
  
 27日 第13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、チャリティーバザー、チャリティーオークション、旧車

関連品のスワップミート
   参加可能車両：1986年までに生産された国産車、外国車及びレプ

リカを含む、改造車は不可
  参加費：1台5000円
  問：京都ヴィンテージカークラブ
  〒612-8012
  京都府伏見区桃山町遠山93-5
  PHONE:075-622-2916
  FAX:075-622-2916
  
 27日 2016 第9回 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:サイドウェイトロフィ事務局
  PHONE:03-6432-7662
  FAX:03-6432-7663
  
 27日 19th Clio Meeting
  ＠：静岡県 浜松市 三ケ日青年の家マリーナ
  内容：ルノー・クリオ(ルーテシア)オーナー、ルノーファンによる交流会
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：500円
  問：担当 並木
  E-mail:nami.nami3@gmail.com
  
 27日 第56回SHCC大磯ミーティング
  ＠：神奈川県 大磯町 大磯ロングビーチ駐車場
  内容：ジムカーナ、スワップミート、クラブミーティング
   参加可能車両：1969年までに生産された車両、もしくはその同型車

とレプリカ、主催者が参加を認めた車両
   参加費：ジムカーナ1台1名 1万5000円（SHCC会員1万円）、ス

ワップミート 1000円（2m×2m）
  問：湘南ヒストリックカークラブ（SHCC）
  〒259-0123
  神奈川県中郡二宮町二宮1042-203
  TEL&FAX:0463-72-8247　
  
 27日 DS DAYS 2016
   ＠：東京都 品川区 船の科学館駐車場、港区 東京ミッドタウン アトリ

ウム
  内容：DSオーナーとファンによるミーティング
  参加可能車両：車種不問
  参加費：要問合せ
  問：プジョーシトロエンジャポン
  TEL:0120-55-4106
  
 27日 第7回 アバルト・デイズ
  ＠：静岡県 沼津市 ニューウェルサンピア沼津
  内容：車両展示、ランチ
  参加可能車両：新旧アバルトで製造されたもしくは販売された車両
  参加費：1台8000円（クラブ員6000円）
  問：クラブアバルト事務局
  〒467-0872
  愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14-10
  TEL:052-871-6464
  FAX:052-882-1105
  Email:fkz@museo500.com
  

■12月/December
 4日 谷保天満宮旧車祭2016
  ＠：東京都 谷保天満宮内&谷保駅北口周辺
   内容：総勢200台の車両展示、近乗会(国立大学通りでのパレード

走行)
   参加可能車両：1992年までに製造された国産&外国車、歴代スー

パーカー
  参加費：先着40台7000円(安全祈願・土産付き)
  問：Automobile Club Japan事務局

  TEL&FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj@gmail.com
  
 4日 第25回 京都 嵐山-高雄フロムセブンミーティング
  ＠：京都府 京都市 嵐山-高雄パークウェイ内菖蒲池駐車場
  内容：ガレージセール、チャリティーオークション、ジャンケン大会
  参加可能車両：特に無し
  参加費：無料（別途 有料道路代）
  問：事務局
  E-mail:info@fromseven.com
  
 11日 Tokyo Bayside Classic Cup Season4 Round3
  ＠：千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦フォレスト・レースウェイ
  内容：ヒストリックカーレース、スポーツ走行会
   参加可能車両：1972年までに生産された車両、その同型車ともしく

はレプリカ（エンジンはモデル年式に準じたもの）、規則委員会が承認
したもの。

   参加費：レース 1台1名 1万8000円（昼食、フリードリンク、表彰グッ
ズ込）、走行会 1台1名 1万2000円（昼食、フリードリンク付き）

  問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会
  〒182-0007
  東京都調布市菊野台1-10-1 オートメディック内
  TEL:042-488-5562
  FAX:042-486-7735
  
 18日 第96回ワンダーランド・マーケット
  ＠：神奈川県 横浜市 横浜産貿ホール1F マリネリア
  内容：アンティークトイの展示即売会、車両展示、オークションなど
  参加可能車両：特に無し
  入場料：1000円
  問：ワンダー事務局
  〒231-0861
  神奈川県横浜市中区元町2-23-1 リバーサイド元町2-C
  TEL&FAX:045-651-0509
  
 25日 高崎クラシックカーフェスティバル
  ＠：群馬県 高崎市 もてなし広場
  内容：車両展示、スワップミート
  参加可能車両：1980年までに生産された国産車・外国車(同型式可)
  参加費：1台3000円　スワップミート:1区画3000円
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX:0279-55-0576
  E-mail:omocha@abox3.so-net.ne.jp
  
 ◎2017年
  

■1月/January
 2日 第6回ビンテージカー ニューイヤーミーティング
  ＠：奈良県 宇陀市 宇陀市総合体育館駐車場
  内容：車両展示、部品交換会、人気投票、ゲーム
   参加可能車両：1988年(昭和63年)までに製造された国内外の車

両、もしくはビンテージ(希少車・スーパーカー含む)とみなされる車両(2
輪3輪等含む)

   参加費：車両展示 1台1000円、部品交換会 1ブース2000円、飲
食出展 1ブース3000円

  問：ビンテージカーニューイヤーミーティング実行委員会事務局
  PHONE:090-1025-0234
  E-mail:zeke52maverick@kcn.jp
  URL:http://web1.kcn.jp/vintagecar-uda/top
  
 8日 9th New Year Mini Meeting 2017
  ＠：兵庫県 神戸運動公園第18駐車場
  内容：フリーマーケット、抽選会、靴飛ばし大会、ミニライブ
  参加可能車両：
  参加費：1台1500円
  問：9th New Year Mini Meeting 2017実行委員会
  URL:http://nymm.on-www.com/
  
 22日 JAF公認 新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース
  ＠：三重県 鈴鹿サーキット東コース
  内容：ヒストリックカーレース、サーキットトライアル、走行会
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：名古屋レーシングクラブ事務局
  〒463-0065
  愛知県名古屋市守山区廿軒家14-40
  TEL&FAX:052-792-2031
  URL:http://www.nrc-g.com
  
 29日 Jcca Classic Car Festival New Year Meeting
  ＠：東京都 青海臨時駐車場特設会場
  内容：車両展示、フリーマーケット、オートジャンブル、クラブスタンド
   参加可能車両：1979年までに生産された車両及び同型車、協会の

認定車
   参加費：前売り券900円、当日券1000円、個人展示（JCCA会員1

万円、一般1万3000円）、フリーマーケット（JCCA会員1万5000
円、一般1万8000円）

  問：日本クラシックカー協会内 ニューイヤー事務局
  〒351-0021
  埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105
  TEL:048-458-6660
  FAX:048-458-6661
    

■2月/February
 10日-12日 第21回 大阪オートメッセ2017
  ＠：大阪府 大阪市 インテックス大阪
  内容：カスタムカーの展示
  参加可能車両：特になし
  参加費：前売り券2100円、当日券2700円
  問：大阪オートメッセ事務局
  URL:http://www.automesse.jp/
  TEL:06-6458-0300

 26日 静岡三保レトロカーフェスティバル2017
  ＆ウィンターいすゞ ミーティング
  ＠：静岡県 静岡市 東海大学自然史博物館前駐車場
  内容：参加者親睦会、写真撮影会
   参加可能車両：昭和時代の国産車もしくは外国車、また主催者が参

加を認めた車両、いすゞ 車は年式問わず参加可能
  参加費：500円（駐車場代）
  問：いすゞ ミーティング事務局
  E-mail:sayanaoto@yahoo.co.jp

［海外イベント］

◎2016年
  

■11月/November
 25日-27日 Milano AutoClassica
  開催国：イタリア
   ミラノで行われているヒストリックカーや希少車の国際見本市。例

年、3日間で5万人以上を動員する。車両展示、販売の他に屋外特
設コースでは、ヒストリックレーシングマシーンによるデモランなども行
われる。

  URL:http://www.milanoautoclassica.com/en/
  
 26日-4日 ESSEN MOTOR SHOW
  開催国：ドイツ
   東京オートサロン、ラスベガスのSEMAショーと並んで「世界3大カス

タムカーショー」と呼ばれている。メインはチューナーが手掛けたカスタ
ムカーだが、カロッツェリアやメーカーのコンセプトカー、ヒストリック
カーの専売店も多数出展。

  URL:http://www.essen-motorshow.de/car-exhibition/
  

■12月/December
 3日-11日 Bologna MOTOR SHOW
  開催国：イタリア
   イタリアのボローニャで行われているのがこの『ボローニャ・モーター

ショー』だ。車両の展示のみならず、場内の特設コースによるフォー
ミュラーカーやラリーカーから、モトGPやドラッグレーサーまでの幅広い
レーシングマシーンによるデモ走行が人気のイベントだ。

  URL:http://www.motorshow.it/
  
 ◎2017年
  

■1月/January
 12日-15日 AUTOSPORT INTERNATIONAL
  開催国：イギリス
   古今東西の様々なレーシングマシーンにのみスポットを当てたイベント

が『オートスポーツ・インターナショナル』だ。著名レーシングドライバー
によるトークショーやデモランの他にも、レーシングマシーンのオーク
ションなども開催される。

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

■2月/February
 8日-12日 SALON RETROMOBILE
  開催国：フランス
   世界最大規模のヒストリックカーの祭典。メーカーや各クラブの希少

な車両の展示はもちろん、ミニカーやアンティークおもちゃのバザール
や、美味しいグルメも同イベントの醍醐味のひとつ。

  URL:https://www.retromobile.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。

  〒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

Event Calendar 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＆海外イベントカレンダー

※毎月掲載しております『日本全国オーナーズクラブリスト』の
コーナーは紙幅の都合で今月はお休みさせて頂きます。同クラブ
リストはカー・マガジンのホームページ（http://www.car-mag.
jp/）にも併せて掲載しておりますので、コチラをご参照ください。
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