2017 年 5 月 16 日

Press Release

ヘリテージカーの魅力を紹介し自動車文化を語る

『AUTOMOBILE COUNCIL 2017』
開催情報 第 3 弾

AUTOMOBILE COUNCIL 2017 実行委員会
AUTOMOBILE COUNCIL 2017 実行委員会より、本年 8 月 4 日（金）から開催する AUTOMOBILE COUNCIL
2017 の開催情報第 3 弾をお知らせします。
1. 5 月 16 日（火）10 時より、前売りチケット販売開始
・チケット

・プレミアムタイムチケット

￥3,000（8 月 4 日

12：00-18：00 入場可能）

※限定 3000 枚を販売し、完売した時点で販売を終了します。

・購入方法

・1day チケット

￥2,300（8 月 5 日または 6 日

・2days チケット

￥4,000（8 月 5 日・6 日）

いずれか一日有効）

各プレイガイド：ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/CN プレイガイド/
Yahoo チケット/カンフェティ/キャピタルヴィレッジオンライン

・販売期間

2017 年 5 月 16 日（火）～8 月 3 日（木）

・問合せ

AUTOMOBILE COUNCIL 2017 実行委員会
電話：03-6380-1011 Fax：03-6380-1012 e-mail

info@automobile-council.com

2.出展者情報第一弾 5 月 15 日現在
出展者として、日本車メーカー（5 社）、輸入車メーカー（2 社）、ヘリテージカー販売店（13 社）、サ
プライヤー（2 社）、マルシェ（29 社）、オーナーズクラブ（5 団体）、イベントオーガナイザー（2 団
体）の出展が別紙のとおり決定しました。
3. AUTOMOBILE COUNCIL 2017 オフィシャルメディアに FM 放送局「J-WAVE」が参画
“未来をつくる音楽放送局 ”をステートメントに掲げる FM 放送局 「J-WAVE」は 、AUTOMOBILE
COUNCIL の開催趣旨に賛同し、オフィシャルラジオとして参画します。今後、実行委員会と様々なコラ
ボレーション企画を展開し、ヘリテージカーの魅力や愉しみ方を伝えていきます。

■AUTOMOBILE COUNCIL 2017 出展者情報第一弾 5 月 15 日現在
【日本車メーカー】
・株式会社 SUBARU
・トヨタ自動車株式会社
・日産自動車株式会社

・本田技研工業株式会社
・マツダ株式会社

【輸入車メーカー】
・アウディジャパン株式会社

・ボルボ・カー・ジャパン株式会社

【サプライヤー】
・株式会社淀川製鋼所

・日本ミシュランタイヤ株式会社

【ヘリテージカー販売店】
・アウトニーズ
・ヴィンテージ宮田自動車
・AC マインズ
・ガレーヂ伊太利屋/ブレシア
・スピニングガレージ
・はらモーターズ

・Freccia rossa
・BRITISH LABEL/RANGERS
・ボルボ・カー・ジャパン株式会社
・ワールドヴィンテージカーズ
・WAKUI MUSEUM

【マルシェ】
・RIH（COBRA シート）
・アルファステーション（グッズ/車両展示あり）
・ALIANTO TOKYO BRANCH
（バッテリー製品紹介、販売）
・出石手袋（ドライビンググローブ）
・OT オートモビリア
（ヴィンテージ レーシングウェアほか）
・岡崎製材（ビンテージアイテム、家具や雑貨）
・オフィス 403（ユーロプレートの製作、販売）
・カークラフトオガワ（ミニカーほか）
・ガレージイワサ（各種パーツ）
・キッドボックス（モデルカー）
・協和興材（マイクロロンほか）
・日下エンジニアリング（1/6 エンジンモデル）
・小出茂鐘商会（イラスト）
・国際貿易（モデルカーほか）
・Savoia s.r.l.（イタリア雑貨ほか）
・シューユウ（ドライビングサングラス）

・JMAC 静岡（ミニカー）
・自動車趣味の店ロンバルディ
（自動車関連書籍と雑誌ほか）
・STYLE14（ミニカー）
・Spark Japan（モデルカー/車両展示あり）
・千葉ガレージ（レストアサービス/車両展示あり）
・ヒコセブンプラス
（ミニチュア模型展示・販売）
・BBF 協同組合（メッキ、バフクリーナーの販売）
・ファイヤーマスタージャパン
（絵画、ポスター販売）
・溝呂木陽/馬場和実(イラスト・模型ほか)
・Motorimoda(モーターアパレルほか)
・モービルライブラリー（自動車関連書籍）
・モルダウ 43（ミニチュアカー販売）
・UK CLASSIC FACTORY
（英国製関連グッズ/車両展示あり）

【オーナーズクラブ】
・CG CLUB
・湘南ヒストリックカークラブ
・日本クラシックカークラブ

・BMW Club Japan
・BUGATTI CLUB JAPAN

【イベントオーガナイザー】
・La Festa Mille Miglia

・COPPA GIAPPONE

【AUTOMOBILE COUNCIL 2017 開催概要】
名 称

AUTOMOBILE COUNCIL 2017 (オートモビル カウンシル 2017)

テーマ

CLASSIC MEETS MODERN（クラシック ミーツ モダン）

会 期

2017 年 8 月 4 日（金）～ 8 月 6 日（日）

開催時間 ８月４日（金）

9：00～12：00
12：00～18：00

プレスタイム

※一般の方は入場できません

プレミアムタイム

※特別招待のお客様と 3000 枚限定のプレミアムチケットを購入いただいた
お客様がご覧いただけます。
8 月 5 日（土）

9：00～18：00

一般公開

8 月 6 日（日）

9：00～17：00

一般公開

会 場

幕張メッセ

(千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1) ホール 4・5

主 催

AUTOMOBILE COUNCIL 2017 実行委員会

協 賛

エンケイ株式会社 / TREMEZZO CO,.LTD. / ザ・ペニンシュラ東京 ※5 月 15 日現在

後援（予定）経済産業省、日本自動車輸入組合（JAIA）、株式会社カーグラフィック
オフィシャルメディア
姉妹イベント

J-WAVE

「AUTOMOTO D'EPOCA」（アウト・モト・ド・エポカ）
主催：Intermeeting Srl

URL

https://autoemotodepoca.com/

「AUTOMOTORETRò」（アウトモトレトロ）
主催・運営：BEA S.r.l./GL events Italia S.p.A
内 容

URL

http://www.automotoretro.it/

1）日本車メーカー・輸入車メーカーによる車両展示
2）ヘリテージカー販売店による車両展示および販売
3）自動車関連グッズの販売
4）オーナーズクラブ、イベントオーガナイザーのご紹介 他

来場目標 30,000 人（3 日間）
チケット ①前売チケット
[2017 年 5 月 16 日（火）～8 月 3 日（木）販売]
プレミアムタイムチケット ￥3,000（8 月 4 日 12：00-18：00 入場可能）[限定 3000 枚]
1day チケット
￥2,300（8 月 5 日または 6 日 いずれか一日有効）
2days チケット
￥4,000（8 月 5 日・6 日）
購入方法 各プレイガイド：ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/CN プレイガイド/
Yahoo チケット/カンフェティ/キャピタルヴィレッジオンライン
②当日チケット
プレミアムタイムチケット ￥3,500（8 月 4 日 12：00-18：00 入場可能）
※前売チケットを含めて限定 3000 枚を販売し、完売した時点で販売を終了します。
1day チケット
￥2,500（8 月 5 日または 6 日いずれか一日有効）
2days チケット
￥4,500（8 月 5 日・6 日）
学生チケット（当日のみ） ￥1,500
（8 月 5 日または 6 日いずれか一日有効 ※小学生～高校生 要証明）
URL

公式 Web サイト
フェイスブック

一般問合せ

http://automobile-council.com/
https://www.facebook.com/automobilecouncil2016/

AUTOMOBILE COUNCIL 2017 実行委員会
電 話：03-6380-1011 Fax：03-6380-1012 e-mail

info@automobile-council.com

公式 Web サイト http://automobile-council.com/
フェイスブック https://www.facebook.com/automobilecouncil2016/
------------------------------------------------◆◆◆-----------------------------------------------この件に関する報道関係からの問い合わせ先
AUTOMOBILE COUNCIL 2017 広報事務局
Tel: 050-3419-7725 e-mail press@automobile-council.com

