Event Calendar

■国内＆海外イベントカレンダー

［国内イベント］

26日

◎2017年

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
TEL:090-1025-0234
E-mail:zeke52maverick@kcn.jp
URL:http://web1.kcn.jp/vintagecar-uda/top

8日

13日-15日

22日

29日

11日-12日

12日

26日

18日-19日

1日-2日

25日-26日

2日

8日-9日

＠：福岡県 北九州市 西日本総合展示場
内容：チューニングカー、
ドレスアップカー、
オーディオカー、
カスタムバ
イクの展示、
その他自動車関連雑貨やカスタムパーツの販売
入場料：大人1300円
（前売り1100円）
、中高生700円
（前売り500
円）
、小学生以下無料
問：福岡カスタムカーショー事務局
URL:http://www.fukuokacustom.com
TEL:092-844-8837

第27回 コッパディ小海
＠：長野県 南佐久郡 小海リゾートシティー・リエックス
内容：ヒストリックカーラリー
参加可能車両：
ミッレミリア、
タルガフローリオ、
ル・マンなどに出場して
いたスポーツカーやレーシングカー
参加費：要問合せ
問：小海町役場観光係 コッパディ小海事務局
〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1
TEL:0267-92-2525 FAX:0267-92-4335
URL:http://www.coppadikoumi.com/

9日

昭和のくるま大集合2017 Vol.1
＠：茨城県 東茨城郡 サテライト水戸大駐車場
内容：ヒストリックカーの展示
参加可能車両：1989年までに生産された車両、
また主催者が認め
た車両
参加費：展示3800円、車両展示＋スワップミート
（展示車両前1m）
4800円、
オートジャンブル
（車両2台分スペース）
7000円
問：昭和のくるま大集合 実行委員会
〒300-0817 茨城県土浦市永国886-13
㈱イシカワ内 バックヤードつくば
TEL:090-3099-1871
（代表 石川）

NAGOYAオートトレンド2017

福岡カスタムカーショー2017 in KITAKYUSHU

■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/

25日-2月1日

20th Rallye Monte-Carlo Historique
開催国：モナコ公国、
フランス南部
毎年WRCのモンテカルロラリーが終わった直後に開催されるヒスト
リックカーラリー。1970年代までのラリー・モンテカルロ同様に、欧州
各地をスタート地点とし、
1000〜2000kmを走行してモナコに集合。
その後3日間に渡り、総走行距離422.89kmのスペシャルステージを
本気で競い合う。
URL:http://acm.mc/en/accueil/

■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
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/

■3月/March
2日-5日

RETRO CLASSICS
開催国：
ドイツ
ドイツのシュツットガルトで開かれているのがこの『レトロ・クラシック
ス』
だ。2017年は"イタリアン・ジュエリー"というテーマを掲げ、
パニー
ニ・ミュージアム所蔵のマセラティA6GCS 53やティーポ61などが展
示予定。
その他にスタンゲリーニのコレクションからもレーシングカー
が展示される。
URL:http://www.retro-classics.de/en/

■5月/May
14日

■4月/April
24日-30日

ALL JAPAN ISUZU FESTIVAL 2017
＠：愛知県 豊田市 香嵐渓 宮町駐車場
内容：いすゞ製乗用車・商用車の展示、
ボンネットバス乗車会、
フリー
マーケット、写真撮影会など
参加可能車両：要問合せ
参加費：1台1000円
（駐車場代・記念品付き）
問：フロントロウG.コネクション事務局

TOUR AUTO 2017 OPTIC 2000
開催国：フランス
ツール・
ド・フランス』
と言えば100年以上の歴史を持つ自転車レー
スだが、
そもそもの起源を辿れば、
自動車を用いた公道レースの事を
指す。
この
『ツール・オート・オプティック2000』
はそんなクルマ版『ツー
ル・
ド・フランス』
をオマージュしたヒストリックカーラリーだ。2017年度
はフランスを真っ二つに割った西半分を走破する本家さながらの過
酷なコース設定になっている。
URL:https://peterauto.peter.fr/en/

JAPAN LOTUS DAY 2017
＠：静岡県 富士スピードウェイ本コース
内容：ロータスオーナーとロータスファンの為のイベント
参加可能車両：すべてのロータス車
参加費：要問合せ
問：エルシーアイ
URL:http://www.japan-lotusday.com/

＠：愛知県 名古屋市 ポートメッセなごや
内容：カスタムカーの展示、
グッズ・アクセサリー関連製品の展示・販
売、
トークショーなど
入場料：大人2300円（前売り2000円）、小学生800円（前売り
500円）
問：NAGOYAオートトレンド事務局
E-mail:info@n-autotrend.com

25日-26日

◎2017年

Vecchio Bambino 2017 Primavera
＠：岡山県 西部エリア
内容：クラシックカー・チャリティーラリーイベント
参加可能車両：1972年までに製造されたヨーロッパ製を中心とした
スポーツカー、実行委員会の認める車両
参加費：1台2名11万円、1台1名10万円
問：ベッキオ・バンビーノ事務局
〒700-8677 岡山県岡山市北区柳町2-1-1
TEL:086-803-7716 TAX:086-803-7027

第9回 Nostalgic 2days
＠：神奈川県 横浜市 パシフィコ横浜展示ホールC・D
内容：旧車ショップによる車両展示、
スワップミート、
その他パーツや
グッズ、
ミニカー展示
入場料：2000円
（前売り1800円）
問：芸文社 Nostalgic 2days事務局
E-mail:nos2days@geibunsha.co.jp

［海外イベント］

■4月/April

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
参加費：2700円
（前売り2100円）
問：大阪オートメッセ事務局
URL:http://www.automesse.jp/
TEL:06-6458-0300

東海オールドカークラブ スプリングミーティング2017
＠：岐阜県 各務原市 河川環境楽園 東口駐車場
内容：
ヒストリックカーの展示、
車両紹介、
部品交換会、
ビンゴゲーム他
参加可能車両：昭和に製造された2、3、4輪車および主催者が認め
た車両
参加費：1台2500円前後
（お弁当お茶付き、
料金変更の可能性あり）
問：東海オールドカークラブ事務局 横山
〒503-0911 岐阜県大垣市室本町3-1-503
TEL:090-8471-5148

■2月/February
10日-12日

前橋クラシックカーフェスティバル
＠：群馬県 前橋市 前橋商店街アーケード
内容：ヒストリックカーの展示
参加可能車両：要問合せ
参加費：要問合せ
問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
URL:http://www.ikaho-omocha.jp
E-MAIL:omocha@abox3.so-net.ne.jp
FAX:0279-55-0576

Fuji Wonderland Fes!
＠：静岡県 駿東郡 富士スピードウェイ
内容：富士スピードウェイ開業50周年イベント
入場料：要問合せ
問：富士スピードウェイ
〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694
TEL:0550-781-1234
URL:http://www.fsw.tv/

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

第13回 ヒストリックカーミーティング伊勢志摩
＠：伊勢志摩地方を中心とする三重県全域
内容：ヒストリックカーラリー
参加可能車両：1980年までに製造された車両
参加費：1台2名14万5000円
問：ヒストリックカーミーティング実行委員会
〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪上吉田34
TEL/FAX:0568-48-0066
E-mail:info@historiccarmeeting.com
URL:http://www.historiccarmeeting.com/

第9回 コッパディ鈴鹿
＠：三重県 鈴鹿サーキット東コース
内容：全周タイム計測をする走行会
参加可能車両：'70年代までのル・マンやセブリングや日本GPに参加
していたスポーツカーとGTカー
参加費：要問合せ
問：コッパディ鈴鹿 実行委員会
TEL:090-3306-9137
E-mail:kunio@amica.co.jp

21日

360ミーティング
＠：群馬県 伊香保おもちゃと人形自動車博物館
内容：360ccの軽自動車によるミーティング
参加可能車両：総排気量360cc以下の車両
参加費：無料
問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
URL:http://www.ikaho-omocha.jp
E-MAIL:omocha@abox3.so-net.ne.jp
FAX:0279-55-0576

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

22日

5日

東京オートサロン2017
＠：千葉県 千葉市 幕張メッセ
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、
ライブなど
入場料：大人2200円（前売り1800円）、中高生1700円、小学生
以下無料
問：東京オートサロン事務局
URL:http://www.tokyoautosalon.jp/2017/inquiry/

〒470-2105 愛知県知多郡東浦町藤江大坪17-9
TEL:090-9189-0944
E-mail:sayanaoto@yahoo.co.jp

■3月/March

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：要問合せ
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/

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

■1月/January
2日

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。

■5月/May
18日-21日

MILLE MIGLIA 2017
開催国：イタリア
本誌をご覧の読者の皆様にはもはや説明不要な伝説の公道レース
の復活版『ミッレ・ミリア』
はその名の通り1000マイル
（＝1600km）
を走るヒストリックカーラリーだが、実は昨年から開催期間が1日延長
され、
参加者にとっては少しハードルが下がったと言えるだろう。
URL:http://www.1000miglia.it/

26日-28日

CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE
開催国：イタリア
ヨーロッパを代表するコンクールデレガンスがこの
『コンコルソ・デレガ
ンツァ・ヴィラ・デステ』
だ。
その名の通りイタリア北部の景勝地、
コモ
湖の畔のホテル
『ヴィラ・デステ』
の美しい庭園にて行われる同イベン
トは、
毎年ヒストリックカーのみならず、
メーカーの最新コンセプトカーや
プロトタイプモデルのお披露目の場としても注目度の高いイベントだ。
URL:http://concorsodeleganzavilladeste.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
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