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ブースにはトヨタ自動車様との相
互協力体制の一貫としてＧＲ ／
ＢＲＺカップのレース車両を展示

カスタムカーイベント

「東京オートサロン 2022」
2 年振りにリアル開催
1 月 14 日（金）〜 16 日（日）
幕張メッセ
カスタムカーとカスタムパーツの祭典「東京オートサロン 2022」
が 1 月 14 日（金）〜 16 日（日）の 3 日間、千葉市の幕張メッセ

86

では感染対策を施し、非接触を徹底する等の措置を取り、ブースを訪
れた来場者に応対していました。
当振興会では、例年通り 9 小間スペースで NAPAC・8 月 2 日はオー

で開催されました。
当振興会からは媒体等の車両展示コーナー参加を含め会員 46 社が

トパーツの日ブースを設置。時節柄、ドリンクサービスは行いません

参加しました（出展者一覧を用いた事務局調べ）。また NAPAC・8 月

でしたが、飛沫対策を施した休憩テーブルを 4 セット（16 名分）設

2 日はオートパーツの日ブース、並びに JAWA 事業部ブースを出展し、

置して、会員各位の商談や休憩スペースとしてご活用頂きました。

安心安全な会員社のスポーティングパーツ & アルミホイールを来場者

また会期初日には別項の通り「2021 年 NAPAC AWARD 表彰
式」を開催したほか、トヨタ自動車様との相互協力体制の一貫として

に PR しました。
東京オートサロンがリアル開催されるのは 2 年振りです。今回は会
場の 50% 人数管理が選択され、3 日間で 126,869 人が来場しまし
た。出展者数は 366 社、出展車両台数は 712 台となりました。
またオンラインオートサロンの会期中 3 日間のライブ配信再生回数
（日本語・英語・中国語）は合計 426,960 回となりました。

「GR86/BRZ カップ」のレース車両を展示。土日は NAPAC ブース
の一部を開放して来場者に車両を見やすく致しました。
一方、NAPAC ブースに隣接する形で JAWA 事業部ブースを設置し、
安心安全な会員社アルミホイールを PV やパネル等を用いて PR しま
した。また希望会員のホイールカタログを多数展示し、会員サービス

毎年設置しております NAPAC 合同ブースには会員 8 社が出展。合

に努めると共に、ホイールに関する景品進呈アンケートを実施し、回

同ブースを定期利用頂いてきた会員をはじめ、新型コロナ禍により今

答者に抽選で JAWA カレーもしくはオリジナルマスクケースを進呈

回は出展を断念した会員もおられましたが、出展した会員の各ブース

しました。

表彰

ます !」とのコメントをお寄せ頂きま

2021 年 NAPAC AWARD 表彰式を
オートサロン・NAPAC ブースで開催
当振興会では、モータースポーツ分野やカーカスタマイズ分野の
発展への貢献を表彰する「2021 年 NAPAC AWARD」の表彰式を 1
月 14 日（金）
、東京オートサロンの NAPAC ブースで実施。2021
年 NAPAC AWARD 大賞は、水素エンジン搭載マシンでスーパー耐
久レースに参戦したトヨタ自動車（株）の豊田章男社長が受賞しま
した。
残念ながら豊田社長は所用にて表
彰式に参加できなかったものの後刻、
記念トロフィーを進呈。豊田社長よ
り「豊田は日頃より自動車メーカー
として軒先を借りているだけ。主役
は用品、アフターマーケットの皆様。
長年支えて頂いた皆様のおかげで
2021 年 NAPAC AWARD 大賞の
記念トロフィーを手にする
豊田章男トヨタ自動車社長

オートサロンはファンが集まるイベ
ントになっていると感謝申し上げま
す。引き続きよろしくお願いいたし

した。
また NAPAC AWARD 全日本ラリー
選手権部門賞は、昨年の JRC・JN1
クラスでチャンピオンに輝いた勝田
範彦選手 / 木村裕介選手が受賞しま
した。残念ながら木村選手は当日欠
席となりましたが、勝田選手より受
賞を喜ぶ挨拶が行われました。

全日本ラリー選手権部門賞を
受賞した勝田範彦選手

スーパー耐久レース部門賞は S
耐・ST-Z ク ラ ス で シ リ ー ズ チ ャ ン
ピオンとなった ENDLESS SPORTS/
ENDLESS AMG GT4が受賞しました。
表彰式に出席した（株）エンドレス
アドバンスの花里功会長は「おかげ
さまで三連覇できました。今季はク
ラスを変えて新たな挑戦に臨みます」
と挨拶しました。
当日、プレゼンターを努めて頂い
た高瀬会長、並びに長瀬理事にこの
場をお借りして御礼申し上げます。

スーハー耐久レース部門賞を
手にする花里功エンドレスア
ドバンス会長
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● NAPAC 会員出展ブース ●（TOKYO AUTO SALON 2022 出展者一覧より）
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東京オートサロン 2022 ・ JAWA 事業部ブース

※北ホール「ミニバン &SUV STYLE by スタイルワゴン」コーナーにフジ・コーポレーショ
ン、アールプライド、シーアールエス、ケースペック、クリムソン、イリスインターナショ
ナル、ワークが車両展示。
北ホール「model LM & K one & XLX &Nets 兵庫 OUT DOOR STYLE by STYLE RV」
コー
ナーにシーアルケイが車両展示。
北ホール「JAPAN TUNINGHISTORY by トリプルオプション」コーナーにオーエス技研
が車両展示。
北ホール「ストリート & サーキットチューニング by レブスピード」コーナーにレイルが
車両展示。

