MEDIA RELEASE
2017 年 12 月 28 日
東京オートサロン実行委員会
カスタムカー・シーン最前線
2018年1月12日（金）、13日（土）、14日（日）幕張メッセにて

「TOKYO AUTO SALON 2018」充実したコンテンツで開催！
湘南乃風 『Be Strong』がテーマソングに決定！
hitomi、酒井法子、Do As Infinityらが出演！
“ドリフトの神様” ケン・ブロックのデモランとトークショーを開催！
東京オートサロン実行委員会（東京都新宿区 株式会社サンズ内）は、2018年1月12日（金）、13日（土）、14日（日）
の3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）にて開催される、世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会
「TOKYO AUTO SALON 2018」（www.tokyoautosalon.jp/2018/）で、会場を盛り上げる様々なコンテンツを決定しまし
た。
「TOKYO AUTO SALON 2018」は、湘南乃風が書き下ろした『Be Strong』をテーマソングとして採用しました。この
『Be Strong』は、「TOKYO AUTO SALON 2018」のオフィシャルサイトやCMで公開中です。
12 日（金）のオープニングセレモニーには、世界中を駆け回るスーパーマジシャンの「CYRIL（セロ）」が、その巧みな
ストーリーテリングにより演出されたマジックで「TOKYO AUTO SALON 2018」のステージを飾ります。
13 日 （ 土 ） の AUTO SALON Special LIVE で は 、 「 hitomi 」 、 「 酒 井 法 子 」 、 「 Do As Infinity 」 、 さ ら に
「lol-エルオーエル-」 、「Beverly」、「竜馬四重奏」などが出演します。14 日（日）の The after party presented by
TOKYO AUTO SALON は湘南乃風の「HAN-KUN」、「DOBERMAN INFINITY」に加え、「Ms.OOJA」「TeamK from
CYBERJAPAN DANCERS」「MONSTER RION」らが登場します。※The after party presented by TOKYO AUTO SALON
には、「TOKYO AUTO SALON 2018」の入場券の他、別途入場券が必要となります。

また、会期中の３日間、アメリカドリフト界のカリスマ “ドリフトの神様”「ケン・ブロック」が、屋外特設コースにてエキサ
イティングな走りを披露するデモランやトークショーを行います。
さらに、今年も会期中に来場者アンケートに答えた方の中から抽選で豪華賞品が当たる「アンケートプレゼント」を実
施します。特賞は、本田技研工業株式会社のご協賛により「CIVIC HATCHBACK」と、TOKYO AUTO SALON
ASSOCIATION から「TOKYO AUTO SALON AQUA Rally」の 2 台を抽選で各 1 名にプレゼントします。アンケートは
会場での記入のほか、会期中東京オートサロン公式ウェブサイトからの回答も可能です。
取材申請はオフィシャルサイト内のメディアページ（www.tokyoautosalon.jp/2018/media/）より29日（金）正午までに
お手続きください。また、ライブ取材の際には、会場入口にて名刺の提示による受付を行います。

スーパーマジシャン
「CYRIL（セロ）」

“ドリフトの神様”
「ケン・ブロック」

「hitomi」、「酒井法子」、「Do As Infinity」
「HAN-KUN」、「DOBERMAN INFINITY」

12日（金） オープニングセレモニー
セロ
世界で活躍するパフォーミングアーティスト。
ストリートマジック先駆者の一人、巧みなストーリーテラーで知られるCYRIL（セロ）
の生まれ育ちはLA、日本／フレンチとのハーフ。グローバル・エンターテイナーとし
て、世界中を駆け回るスーパーマジシャン。

13 日（土） AUTO SALON Special LIVE
hitomi
彼女の手掛ける作詞の世界観は、同世代の女性から支持を得ており、独自のヴィ
ジュアル展開でも話題を提供し続けている。
歌手活動やモデル活動の他、アパレルや美容ケア商品のディレクションなども手が
けているなど多方面で活躍中。

酒井 法子
福岡県出身の歌手・女優。“のりピー”の愛称で親しまれ、のりピー語やグッズが大
ブレイク。主演ドラマ『星の金貨』の主題歌『碧いうさぎ』で、自身初のミリオンセラー
と『NHK 紅白歌合戦』出場を果たした。また、当時日本の芸能界が目を向けていな
かった中華民国・台湾での活動を始め、香港、中華人民共和国など中国語圏各地
においても、日本での評価以上の人気と知名度を獲得。

Do As Infinity
伴 都美子（Vo.）、大渡 亮（Gt.&Vo.）からなるグループ。1999 年結成。デビュー前
から渋谷ハチ公前を中心に路上ライブを行い、同年 9 月 29 日にデビュー。アルバ
ム作品ではオリコンチャート 1 位を多く獲得し、ベストアルバムではミリオンセラーを
達成。
2017 年 12 月にニューシングル「化身の獣」を発売し、18 周年を迎えた今も、日本
のみならずワールドワイドに活動中。

lol-エルオーエル-

Beverly

竜馬四重奏

14 日（日） The after party

presented by TOKYO AUTO SALON

HAN-KUN from 湘南乃風
2003 年に湘南乃風としてデビューし、2008 年にはソロとしてのデビューを果たす。
“ヴォイス・マジシャン”の異名で親しまれ、未だ勢い衰えることなく進化し、今日
のジャパニーズレゲエシーンを牽引している。

DOBERMAN INFINITY
ラップグループ『DOBERMAN INC』として活動してきた KUBO-C (クボシー)、GS
(ジーエス)、P-CHO (ピーチョウ)の 3 人に、野替愁平名義で劇団 EXILE に所属し
ラッパーとしても活動していた SWAY (スウェイ)、シンガーの KAZUKI (カズキ)を
加え、2014 年 6 月より DOBERMAN INFINITY として活動を開始。
経歴も世代も異なる 1 シンガー、4 ラッパーの異色のグループ。

Ms.OOJA

TeamK from CYBERJAPAN DANCERS

MONSTER RION

12 日（金）〜14（日） ケン・ブロック パフォーマンス
ケン・ブロック
アメリカドリフト界のカリスマ、“ドリフトの神様”であり、日本のドリフトファンにも広く
その名を知られる
ケン・ブロックが、屋外特設コースでドリフト・デモランやトークショーを実施予定で
す。彼のエキサイティングな走りは一見の価値あり。ご来場の際には、ぜひ足を
お運びください。

アンケートプレゼント
会場では、今年も会期中に来場者アンケートに答えた方の中から抽選で豪華賞品が当たる「アンケートプレゼント」
を実施します。特賞は、本田技研工業株式会社のご協賛により「CIVIC HATCHBACK」と、TOKYO AUTO SALON
ASSOCIATION から「TOKYO AUTO SALON AQUA Rally」の 2 台を抽選で各 1 名にプレゼントします。アンケートは
会場での記入のほか、会期中東京オートサロン公式ウェブサイトからの回答も可能です。

CIVIC HATCHBACK
［1 名様］
提供：本田技研工業株式会社

TOKYO AUTO SALON AQUA Rally
TOYOTA GAZOO Racing
ラリーチャレンジ 2017 参戦車両
［1 名様］
提供：TOKYO AUTO SALON ASSOCIATION

【TOKYO AUTO SALON 2018 とは】
1983 年に「東京エキサイティングカーショー」としてスタートし、87 年に現在の名称「TOKYO AUTO SALON」となっ
た本展は、今回で 36 回目の開催となります。広大な会場には、国内主要自動車メーカー、外国車インポーター、アフ
ターパーツメーカー、カスタムショップなどのバラエティ豊かな出展ブースが立ち並び、800 台以上のチューニング・ド
レスアップ車両が展示されるほか、各種パーツやグッズの展示・販売も行われます。さらに、レーシングマシンのデモ
走行や、人気アーティストによるライブステージなども毎年来場者からの高い関心を集めています。TOKYO AUTO
SALON 2018 は、最新の製品や技術に触れる機会とエンターテインメント性の高いコンテンツを融合し、幅広い層に
向けてクルマの魅力とトレンドを発信してまいります。

【TOKYO AUTO SALON 2018 開催概要】
●名 称 TOKYO AUTO SALON 2018
(http://www.tokyoautosalon.jp/2018/)
●会 期
1 月 12 日（金）
9:00〜19:00 （業界＆報道関係者ご招待日）
14:00〜19:00 （一般特別公開）
1 月 13 日（土）
9:00〜19:00 （一般公開日）
1 月 14 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/
●主催者
東京オートサロン実行委員会
●運 営
東京オートサロン事務局（TASA）
●後援［順不同］ 千葉県 ／ 千葉市 ／
一般社団法人 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）
●協賛［順不同］ グランツーリスモ ／ トミカ ／ プーマ ジャパン株式会社 ／ VITABON ／ カートレード株式会社
●特別協力 幕張メッセ ／ 株式会社三栄書房
●協賛［順不同］ ASEA事業部 ／ JAWA事業部 ／ JASMA
●入場料 ＊全日とも小学生以下無料（保護者同伴に限る）
日程

開催時間

前売り（共通）

優先入場特典付きパス

当日売り

オンラインのみの前売り（共通）

1 月 12 日（金） 14:00〜19:00
1 月 13 日（土）
1 月 14 日（日）

￥3,000

—

￥3,500（共通）

￥2,000

￥4,500

￥2,500（大人）
￥1,800（中高生）

9:00〜19:00
9:00〜17:00

［優先入場特典付きパス］
9 時の開場時に一般来場者に先んじて入場いただける、特製ストラップとプラスチック製パスがセットになった「優先入
場特典付きパス」を 4,500 円で販売します（入場料込・税込）。土・日各 1,000 枚限定で、TOKYO AUTO SALON 公式
サイトのみの販売となります。
［前売券］

【コンビニ】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
【プレイガイド】チケットぴあ
【インターネット販売】e+（イープラス）、ローソンチケット、セブンチケット、Yahoo!チケット、funity、
東京オートサロン公式Webサイト、

●報道関係者向けデータダウンロードページ
写真、ロゴマーク等は下記からダウンロードいただけます。
URL：
www.tokyoautosalon.jp/2018/media
ID:
autosalon
パスワード:
tas2018

●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

～報道関係のお問い合わせ先～
東京オートサロン広報事務局
〒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 03-6897-4821 FAX 03-6897–4840
pr@tokyoautosalon.jp

