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MEDIA RELEASE 

2015 年 12 月 15 日 

東京オートサロン事務局 

 

東京オートサロン2016 

千葉市立打瀬小学校5年生120人の校外学習をサポート 

 

 東京オートサロン事務局（東京都新宿区 株式会社サンズ内）は、2016年1月15日（金）、16日（土）、17日（日）

の3日間、世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2016」を、幕張メッセ（千葉市美

浜区中瀬2-1）にて開催いたします。開催にあたっては、千葉市立打瀬小学校校外学習で来場する児童に学

びの場を提供するなど、地域社会との調和と社会貢献も行なって参ります。 

 

千葉市立打瀬小学校校外学習 

 初日の15日（金）、地域社会への貢献を目的に、千葉市立打瀬小学校の“校外学習”で東京オートサロン

2016を訪れる5年生1２0名の児童をお迎えし、会場をご案内します。この“校外学習”は、「自動車を考える」を

テーマとし、日本の主要産業のひとつである自動車についての考えを促す好機になればと考えております。こ

の活動は、昨年の千葉市立海浜打瀬小学校に引き続き、2回目の実施となります。 

 

イオンモール幕張新都心店にて「プレイベント開催」 

 開催前週の10日（日）11日（月）に、隣接するイオンモール幕張新都心店にて、前回の東京オートサロン2015 
with NAPAC内 で開 催 された「東 京 国 際 カスタムカーコンテスト」のKカー•コンパクトカー部門で最優

秀賞に輝いた、NATS 日本自動車大学校製作の「NATS MBW550」の車両展示や、東京オートサロン2016イメ

ージガール「A-class」他のアーティストによるライヴパフォーマンスを行います。 

 

AUTO SALON SPECIAL LIVE 

 15日（金）～17日（日）の会期中、開催時間延長に伴ってパワーアップした「AUTO SALON SPECIAL LIVE」

をイベントホールにて開催いたします。15日は、（金）May J.、鈴木亜美 他、16日（土）は、MAX、相川七瀬、

SEAMO 他、17日（日）は、超特急 他の豪華アーティストが出演いたします。 

 

豪華賞品が抽選で当たるアンケート 

 会期中にアンケートに答えると、本田技研工業株式会社「STEPWAGON SPADA」、富士重工業株式会社

「SUBARU XV」、ダイハツ工業株式会社「CAST SPORT」、スズキ株式会社「ALTO TURBO RS」の4台クルマを

はじめ、パーツやグッズなど豪華賞品が抽選で当たるアンケートを行ないます。アンケートは、会場での記入の

他、会期中オートサロン公式WEBサイトからの回答が可能です。 
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【AUTO SALON SPECIAL LIVE 概要】 

 ○会場：イベントホール 

 ○日時： 15 日（金） May J.、鈴木亜美 他 

16日（土） MAX、相川七瀬、SEAMO 他 

17日（日） 超特急 他 

 ○アーティスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  May J. 

    幼児期よりダンス、ピアノ、オペラを学び、作詞、作曲、ピアノの弾き語りをもこなし、その圧倒的な歌唱力 

   とパワフルかつ澄んだ繊細な歌声で幅広い世代から支持を受けている。 

 

   鈴木亜美 

    1998年「love the island」でデビュー。2004年avex移籍第一弾シングル 「Delightful」をリリース。2009年 

   からは本格的に DJ 活動を始め、現在は海外でも活躍。アーティスト、女優、料理タレントなど多方面で活 

   躍中。 

 

   MAX 

    NANA、LINA、MINA、REINA（現在育児休暇中）の4人組ボーカルダンスグループ。ドラマやバラエティ 

   等にも活躍の場を拡大。2015年12月にベストアルバム「MAXIMUM PERFECT BEST」をリリース。 

 

   相川七瀬 

    2015年11月「夢見る少女じゃいられない」でのデビューから20周年を迎え、久々にプロデューサー 

   織田哲郎とダッグを組んで制作されたで20周年記念シングル「満月にSHOUT！」が発売中。 

 

   SEAMO 

  1995年、HIP HOPの新しいスタイル、ムーヴメントを確立し、2002年メジャーデビュー。2016年2月からは 

 妹分AZUとのツーマンライブ「SEAMO AZU 全国ツアーサーキット」がスタートする。 

 

   超特急 

    史上初！メインダンサー&バックボーカルグループ。リリース9作品か、オリコンチャート連続TOP10入りを 

   継続中。2015年末代々木競技場第一体育館で単独2Daysライヴがソールドアウト！今注目の7人組。 
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【開催概要】 

●名 称  TOKYO AUTO SALON 2016 

東京オートサロン 2016 

(http://www.tokyoautosalon.jp) 

 

●会 期  1 月 15 日（金） 9:00～20:00 （業界＆報道関係者ご招待日） 

                 15:00～20:00 （一般特別公開） 

         1 月 16 日（土） 9:00～20:00 （一般公開日） 

          1 月 17 日（日） 9:00～17:00 （一般公開日） 

 

●会 場  幕張メッセ 国際展示場ホール 1～11、国際会議場、幕張イベントホール、屋外会場 

       (株式会社幕張メッセ／千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1) http://www.m-messe.co.jp/ 

 

●主 催    東京オートサロン事務局（TASA）、東京オートサロン実行委員会  

 

●後 援    千葉県、千葉市、日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、 

  一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

（※順不同） 

●協 賛   グランツーリスモ 

 エイベックス・グループ 

株式会社タカラトミー 

  プーマジャパン株式会社 

 カシオ エディフィス 

 

●特別協力 幕張メッセ、株式会社三栄書房 

 

●協 力 ASEA 事業部、JAWA 事業部、JASMA 

 

●主要出展者（※順不同） 

     ○主要日本自動車メーカー 

  トヨタ自動車株式会社 

  本田技研工業株式会社 

  日産自動車株式会社 

  ダイハツ工業株式会社 

  富士重工業株式会社 

  マツダ株式会社 

  スズキ株式会社 

  三菱自動車工業株式会社 

  日野自動車株式会社 

（9 社） 
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     ○外国車インポーター（※順不同） 

  メルセデス・ベンツ日本株式会社 

   フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 

  ビー・エム・ダブリュー株式会社 

  アウディジャパン株式会社 

  ルノー・ジャポン株式会社 

  エルシーアイ株式会社 

（6 社） 

     ○アフターマーケット・パーツメーカー 

     ○カスタムショップ 

     ○自動車関連企業、自動車関連専門メーカー、企業、 学校、団体など 

 

●入場料  ＊全日とも小学生以下無料（但し保護者同伴に限る） 

日程 開催時間 前売り（共通） 当日売り 

1 月 15 日（金） 15:00〜20:00    ￥2,600     ￥3,200（共通） 

1 月 16 日（土） 9:00〜20:00 
  ￥1,800 

    ￥2,200（大人） 

    ￥1,700（中高生） 
1 月 17 日（日） 9:00〜17:00 

※東京オートサロン 公式 web サイト、コンビニエンスストア（ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、 

  サークルＫサンクス、ミニストップ）、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、tixee、Yahoo!チケット 

  にて販売。 

 

●展示概要   

・チューニングやドレスアップのための新製品及び新技術の発表展示。 

・ドレスアップやアクセサリーなどのパーツを装着した車両展示、販売。 

・チューニング新技術を搭載した車両展示、販売。 

・自動車関連のゲームやアフターパーツ、モータースポーツグッズなどの展示、販売。 

・コンプリートカー、市販車両の展示、販売。 

 

● 報道関係者向けデータダウンロードページ 

前回開催後のプレスリリースや写真、新ロゴマーク等は下記からダウンロードしていただけます。 

 URL：  http://www.tokyoautosalon.jp/2016/index-media.php 

  ID:  autosalon 

 パスワード: tas2016 

 

● 東京オートサロン事務局 

〒160-8463 東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 7F 

株式会社サンズ内 

TEL (03)6897 - 4820 FAX (03) 6897 – 4840 

 

 

 

 

 

 

～広報に関するお問い合わせ先～ 

東京オートサロン広報事務局 担当：堀内、嶋中、藍原、高橋 

〒160-8463 東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 7F 

株式会社サンズ内 

TEL (03)6897 - 4821 FAX (03) 6897 – 4840 

pr.div@e-autosalon.net 


