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2019 年 3 月 15 日 

Press Release 

クルマを中心とした大人の趣味人が集う 3 日間 

「AUTOMOBILE COUNCIL 2019」 
■協賛社として新たにヤナセとダイナースクラブが決定 
■マクラーレン オートモーティブ アジアが特別展示 
■トヨタ自動車株式会社、「Neo Classic 80's」をテーマに出展 
■日本車メーカー/ブランド 5 社が、「百花繚乱 80's」をテーマに共同企画を出展 
■ヘリテージカー販売店 展示車両情報 第 2 弾 
■インポーター、マルシェ、イベントオーガナイザー追加出展者情報 

■音楽、アート、インテリア、フードなどイベント詳細情報 
■AUTOMOBILE COUNCIL CLUB 入会申し込み情報 

 

AUTOMOBILE COUNCIL 2019 実行委員会 

来る 4 月 5 日（金）に開幕する「AUTOMOBILE COUNCIL 2019」（URL https://automobile-

council.com/events/ac2019/ ）の開催直前情報第 4 弾をお知らせします。今回は、販売を含む展示

車両台数が 130 台を超える見込みとなりました（3 月 15 日現在）。本年は、日本と世界の自動車文化

を今に伝えるヘリテージカーを中心に来場者の方々が興味を持たれている音楽、アート、ファッショ

ン、インテリアなどさまざまなアイテムを通してライフスタイルの提案を致します。クルマを中心と

した大人の趣味人が集う 3 日間の夢の街「PRECIOUS SPRING TOWN」をコンセプトに、スケール感

のある“春のクルマの宴”をお楽しみいただきます。 

 

■新たにヤナセが協賛、「ヤナセ クラシックカー センター」が初出展 

このほど、株式会社ヤナセの協賛が決定し、グループ会社である株式会社ヤナセオートシステムズが

運営する「ヤナセ クラシックカー センター」が、初めて AUTOMOBILE COUNCIL に出展します。 

会場には、「ヤナセ クラシックカー センター」がレストアを施した“乗って楽しむクラシックカー”

計 9 台を展示致します。 

＜レストアなど実施展示車両（7 台）＞ 

メルセデス・ベンツ 600 リムジーネ/プルマン（W100） 

メルセデス・ベンツ 300SE ラング（W112） 

メルセデス・ベンツ 歴代 SL:190SL（W121）、280SL（113）、560SL（R107） 

フォルクスワーゲン Type1（フォルクスワーゲン輸入 1 号車） 

＜レストアベース販売車両（2 台）＞ 

メルセデス・ベンツ 500SL（R129） 

メルセデス・ベンツ 190E（W201） 

※詳しくは、ヤナセ Press Information 参照 

https://www.yanase.co.jp/pdf/pdf_view.php?SID=166&TYPE=press  

 

■ダイナースクラブが、協賛 

新たに協賛が決定した三井住友トラストクラブ株式会社が運営するダイナースクラブは、2020 年に

60 周年を迎えるダイニングを発祥とした歴史あるクレジットカードです。グルメ、トラベル、ゴル

フ、エンタテインメントでさまざまなサービスを実施しており、会場内にて新規入会コーナーを展

開致します。 

------------------------------------------------◆◆◆------------------------------------------------ 
この件に関する報道関係からの問い合わせ先 

AUTOMOBILE COUNCIL 2019 広報事務局 担当：石川 
Tel: 090-8940-1683/050-3419-7725 e-mail  press@automobile-council.com  

https://automobile-council.com/events/ac2019/
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https://www.yanase.co.jp/pdf/pdf_view.php?SID=166&TYPE=press
mailto:press@automobile-council.com
mailto:press@automobile-council.com


 

2 

 

■マクラーレン オートモーティブ アジアの特別展示決定 

マクラーレン オートモーティブ アジアの協力により、下記車両が特別展示されます。 

・McLaren MP4-12C 2013 年 

・McLaren 720S Spider 2019 年 

 

■トヨタ自動車株式会社、「Neo Classic 80's」をテーマに出展 

トヨタ自動車株式会社では、国内メーカー／ブランド 5 社の共同企画「百花繚乱 80's」と連携し

た一体展示として、「Neo Classic 80's」をテーマに、当時の若者を中心に憧れた 1980 年代を象

徴する「デートカー」、「ハイソカー」と共に、新旧スープラを含む 4 車種を展示致します。 

＜展示車両＞  トヨタ スープラ MA70 型 

新型スープラ 

トヨタ ソアラ MZ20 型 

トヨタ マークⅡ GX71 型 

※詳細は、https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/27096178.html をご覧ください。 

 

■日本車メーカー/ブランド 5 社が、「百花繚乱 80's」をテーマに共同企画を出展 

「メーカーやブランドの垣根を越え、クルマを愛する全てのみなさまとともに、ヘリテージを尊

び、人とクルマの未来を見すえ、日本の自動車文化を育んでいきたい」というトヨタ自動車株式会

社が昨年のオートモビル カウンシルで掲げたこの想いに、日産自動車株式会社、本田技研工業株

式会社、株式会社 SUBARU、トヨタ自動車株式会社/Lexus International の国内メーカー／ブラ

ンド 5 社が賛同し、「百花繚乱 80's」テーマの元、各社を代表するクルマを展示致します。 

＜展示車両＞ 日産 フェアレディ Z Z32 型 

ホンダ シティ・カブリオレ 

スバル アルシオーネ / スバル レガシィ ツーリングワゴン 

トヨタ カリーナ ED / トヨタ MR2 

LEXUS LS400 

※詳細は、URL https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/27113795.html をご覧ください。 

 

■ヘリテージカー販売店 展示車両情報 

・ヘリテージカー販売店 5 社が展示・販売する車両情報をお知らせします。 

出展者名                   車両名 

1 アウトニーズ 
Citroen SM 

Citroen Ami6 ベルリン 

2 ガレージ伊太利屋 

FIAT 500 

FIAT 500 Giardinetta 

他 2 台を出展予定 

3 KOA SPEED PORSCHE 911T 

4 PLANEX CARS PORSCHE 930 

5 ワールドヴィンテージカーズ  

FIAT 600D 

FIAT GIANNINI 500TV 

AUTOBIANCHI A112 

SIMCA 1000 RALLYE2 

ALFA ROMEO Giulia Super 1.3 

 

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/27096178.html
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/27096178.html
https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/27113795.html
https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/27113795.html
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■出展者情報 

このほど、インポーターにアトランティックカーズ、マルシェにアクティブガレージ、XPEL JAPAN、

千葉ガレージ、イベントオーガナイザーに富士スピードウェイの出展が決定しました。 

（別紙出展者一覧参照） 

 

■プレミアムライフスタイル出展 ～アート、ドリンク＆フード、音楽、インテリア詳細情報～ 

本年は、“クルマを中心とした大人の趣味人が集う 3 日間の夢の街「PRECIOUS SPRING TOWN」”

をコンセプトとしています。このコンセプトに合わせて、アート、ドリンク＆フード、音楽、イン

テリアなどのライフスタイルアイテムを展開し、お客様により楽しんでいただける内容を用意致し

ております。 

1.アート 

「美術とモータリゼーション」をテーマに、アートギャラリーズブースを設置。都内の 2 画廊が、

現代アートシーンで活躍中の作家の作品を中心に展示・販売します。 

出品作家：レントゲンヴェルケ／佐藤好彦、牧田愛、大塚治、市原三千男 

ハートビートギャラリー／今井龍満、三田健志 

2.ドリンク＆フード 

本年の AUTOMOBILE COUNCIL では、3 日間の会期を通して初めて会場内にドリンクとフード

を用意・販売致します。シャンパンやビール、イタリアンフード、イギリス伝統のフィッシュ・ア

ンド・チップスとともに、 “春のクルマの宴”をお楽しみいただきます。 

1）シャンパン 

会場では、日本のワインに関わる女性がテイスティング審査する「サクラアワード 2019」で

『ダブルゴールド』を揃って受賞した、フランス産「Champagne Casters Liébart（シャンパ

ーニュ・キャステル・リエバ）」の Cécile（ムニエ 100%）と Millésime 2012（シャルドネ

60%・ムニエ 40%）をグラス販売致します。 

豊潤でエレガントな味わいが自慢の「Champagne Casters Liébart」は、1857 年にフランス・

シャンパーニュに誕生。2018 年に日本に初めて輸入され、インターネット・ショップ

（URL http://wowshop.jp/champagne ）で販売されています。 

2）フード 

・イタリアンフード 

2010 年にオーナーシェフ・根本岳氏が東京・港区西麻布に開店したイタリアンレストラン

「osteria-totto（オステリア トット）」が提供します。イタリアの郷土料理をベースにした

王道のイタリア料理、オリジナルメニューの中から選りすぐりの一品を用意致します。 

・Fish & Chips 

英国・国際フィッシュ・アンド・チップス協会(The British National Federation of Fish 

Friers)からアジアで唯一の正式認証を受けた東京・港区六本木の「MALINS」（マリン）が、

本場イギリスの味を忠実に再現したフィッシュ・アンド・チップスを提供致します。 

※なお、お車でお越しの方には、アルコール類のご提供は控えさせていただきます。  

3.音楽- Precious Spring Town Garden Music 

3 日間に渡り会場中央のセントラルガーデンでさまざまなジャンルのインストゥルメンタル・ミ

ュージックを用意致します。 

 

http://wowshop.jp/champagne
http://wowshop.jp/champagne
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・4 月 5 日（金） 

スタインウェイ・ジャパン株式会社の協力により、スタインウェイのハイレゾリューション

自動演奏ピアノ SPIRIO（URL www.steinway.co.jp/spirio ）が奏でるクラシックやジャ

ズナンバー。加えて、人気ピアニスト金子三勇士が登場します。 

デモ時間  12:30～ 14:00～ ＊15:30～ ＊金子三勇士による演奏あり 

・4 月 6 日（土） 

The Notes of Museum ～外川智子 /ピアノ、小林圭吾/アコースティックギター～ 

によるジャズスタンダード。 

・4 月７日（日） 

Reina Kitada /ヴァイオリン、Meme /アコーディオンによるフレンチ・ポップス 

※6 日・7 日の 2 日間の演奏時間等の詳細は、後日、公式 Web サイトにてご確認ください。 

4.インテリア 

1）AUTOMOBILE COUNCIL CLUB のクラブラウンジ 

新設する「AUTOMOBILE COUNCIL CLUB」（ACC：オートモビル カウンシル クラブ）の

クラブラウンジには、ヨーロッパを代表する高級インテリアブランドによるプロジェクト

「Aoyama HiBRID（アオヤマハイブリッド）」の協力により、豊かなデザイン性と高品質の

家具を配置した寛ぎのスペースを用意し、特別な時間を提供致します。 

AUTOMOBILE COUNCIL のテーマである「CLASSIC MEETS MODERN」にふさわしい洗練

された空間を体感いただけます。 

※「Aoyama HiBRID」とは 

Aoyama HiBRID は、Aoyama High BRand Interior District の略。青山エリアにショール

ームを構えるハイエンドなインテリアブランド 8 ブランドが集まり、モダンインテリアの魅

力をより多くの方に知っていただくためのイベント開催や情報発信をするグループとして

2016 年に活動を始めました。 

オフィシャル Facebook ページ  http://www.facebook.com/Aoyama.HiBRID/  

2）休憩スペース 

会場内の要所には休憩スペースを設け、くつろぎながらヘリテージカーをご覧いただきます。

置かれる家具は株式会社アトランティックカーズの新事業「Interior Buyer」が用意し、休憩

スペースとして自由にお使いいただきます。また、これらのアイテムは同時に販売も致しま

すので、ご期待ください。 

 

■AUTOMOBILE COUNCIL から生まれたクラブ組織「AUTOMOBILE COUNCIL CLUB」が始動 

AUTOMOBILE COUNCIL CLUB（ACC：オートモビル カウンシル クラブ）は、上質で豊かな時間

を求める大人が集い、自動車の楽しみ方や大人の豊かなライフスタイルを通して、新しい仲間と出

会う「大人の社交場」としてスタート致します。当クラブは、お一人でもお楽しみいただけるのはも

ちろんのこと、奥様やパートナーの方々もご一緒にお楽しみいただけるよう自動車関連のクラブ組

織としては珍しい「パートナー会員」制度も設けております。 

世界に誇りうる日本の自動車文化を創り出す当クラブの活動にご期待ください。 

入会規定、活動等詳細情報は会場又は ACC 公式 Web サイト（URL http://www.ac-club.com） 

3 月下旬公開予定）にてご確認いただけます。 

※今回第一期入会申し込みは、AUTOMOBILE COUNCIL 2019 の会場でのみ受け付けます。   

 

  

http://www.steinway.co.jp/spirio
http://www.steinway.co.jp/spirio
http://www.facebook.com/Aoyama.HiBRID/
http://www.facebook.com/Aoyama.HiBRID/
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AUTOMOBILE COUNCIL 2019 出展者（順不同） 

（2019 年 3 月 15 日現在） 
■協賛社展示：3 社 
・株式会社バーニーズ ジャパン 
・三井住友トラストクラブ株式会社/ダイナー

スクラブ  

・株式会社ヤナセ/ヤナセ クラシックカーセンター 
 

■日本車メーカー：4 社（+2 社）＝６社 
・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 
（株式会社 SUBARU 共同出展） 
（Lexus International 共同出展） 

■インポーター：1 社 
・アトランティックカーズ 

■サプライヤー：4 社 
・Chubb 損害保険株式会社 
・日本ミシュランタイヤ株式会社 

・横浜ゴム株式会社 
・株式会社淀川製鋼所 

■プレミアムライフスタイル：5 社 
・Champagne Casters Liébart 
・osteria-totto 
・MALINS 

・レントゲンヴェルケ 
・ハートビートギャラリー 

■オフィシャルメディア展示：1 社 
・カーセンサー 

■ヘリテージカー販売店：24 社 
・アウトニーズ 
・ヴィンテージ宮田自動車 
・ＡＣマインズ 
・オートダイレクト 
・Auto Roman 
・Old Timer UHURU CARS 
・KLASSISK GARAGE（クラシックガレージ） 
・ガレージイガラシ 
・ガレージイワサ 
・ガレーヂ伊太利屋 
・KOASPEED 
・コレツィオーネ 

・シルバースター 
・シンプルオート 
・スピニングガレージ 
・原工房 
・ビッグキャット エンジニアリング 
・PLANEX CARS 
・BRITISH LABEL/MOTOR Logic Company 
・明治産業株式会社 
・LES MAINS SPRL 
・RANGERS 
・WANNA DRIVE 
・ワールドヴィンテージカーズ 

■マルシェ：32 社 
・アクティブガレージ 
・RIH（COBRA シート） 
・XPEL JAPAN（ペイントプロテクションフィルム） 
・M2style（ミシュラングッズ） 
・OT オートモビリア（アンティーク） 
・オフィス 403（ユーロプレートの製作） 
・Office Happy Drive!（轟友宏原画展示） 
・キッドボックス（ミニチュアモデル） 
・協和興材（マイクロロン他販売） 
・ケイズ 
・日下エンジニアリング 
（1/6 スケールエンジンモデル展示） 

・小出茂鐘商会（イラスト展示） 
・国際貿易（モデルカー） 
・出石手袋（ドライビンググローブ） 
・Savoia.s.r.l（イタリア雑貨） 
・JMAC 静岡（ミニカー） 

・自動車趣味の店 ロンバルディ（書籍） 
・ダニー・ジェラルディン 

(1920～70’s のレースウェア) 
・千葉ガレージ（美観再生及び補修施工） 
・DEEC（ドライビングサングラス） 
・人気酒造（清酒・焼酎等） 
・ネッツトヨタ富山（レストア事業紹介） 
・ファイヤーマスター・ジャパン（絵画・ポスター） 
・フェイス（車関連グッズ） 
・馬場和実（イラスト・模型等） 
・ピッコリーナ 
・ポストホビー 
・メイクアップ（1/43 スケールモデルカー展示） 
・Motorimoda（モーターアパレル関係） 
・モービルライブラリー 
・ヤザワ（洗車ケミカル剤） 
・LE GARAGE（雑貨・アパレル） 

■オーナーズクラブ：3 社・団体 
・CG CLUB 
・BMW Club Japan 

・MASERATI CLUB OF JAPAN 

■イベントオーガナイザー：4 社・団体 
・岡山国際サーキット 
・COPPA GIAPPNE 

・富士スピードウェイ 
・モナコ政府観光会議局

■特別展示：1 社 
・マクラーレン オートモーティブ アジア 

 


