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【キャッチコピー】ひろげる・つながる・クルマのワクワク 
【会期】2019 年 2 ⽉ 9 ⽇（⼟）〜11 ⽇（⽉・祝） 
【場所】インテックス⼤阪（⼤阪国際⾒本市会場） 

 
このたび、オートメッセアソシエイションは、2019 年 2 ⽉ 9 ⽇（⼟）から 11 ⽇（⽉・
祝）までの３⽇間、⼤阪市住之江区のインテックス⼤阪におきまして、 
【 第 23 回 ⼤阪オートメッセ 2019 】を過去最⼤規模※ で開催いたします。 
「ひろげる・つながる・クルマのワクワク」をキャッチコピーに、幅広い世代に「ク
ルマのワクワク」を感じていただけるエンターテインメント性の⾼いモーターショー
を⽬指してクルマとカスタマイズの楽しさ・おもしろさをお届けいたします。 

※	屋外展⽰場を展⽰スペースとして初使⽤ 
 

■	概要 
展⽰会名称：第 23 回 ⼤阪オートメッセ 2019（OSAKA AUTOMESSE 2019） 
主催：オートメッセアソシエイション 
開催⽇：2019 年 2 ⽉ 9 ⽇(⼟)、10 ⽇(⽇)、11 ⽇(⽉・祝) 
時間：9:00〜18:00（初⽇ 9:00〜13:00 はサイレントタイム※） 
会場：インテックス⼤阪（⼤阪国際⾒本市会場） 

1 号館、2 号館、3 号館、4 号館、5A 号館、5B 号館、6A 号館、6B 号館、 
インテックスプラザ、屋外展⽰場（約 55,000 ㎡） 

⼊場料：⼤⼈（⾼校⽣以上）当⽇ 2,700 円／前売 2,100 円 中学⽣以下⼊場無料（条件有） 
後援：経済産業省／⼤阪府／⼤阪市／⼤阪商⼯会議所／（⼀社）⽇本⾃動⾞⽤品・部品アフターマー

ケット振興会・NAPAC（ASEA／JAWA）／JASMA(⽇本⾃動⾞スポーツマフラー協会)／ 
     （⼀社）⾃動⾞⽤品⼩売業協会・APARA／（株）交通タイムス社／（株）イーグル（順不同） 
特別協⼒：FM802／（株）GT アソシエイション／（⼀社）⽇本⾃動⾞連盟 関⻄本部（順不同） 
出展社数：328 社（357 社） 
展⽰⾞両台数：596 台（639 台） 
出展⼩間数：1,841 ⼩間（1,856 ⼩間） カッコ内は 2018 年開催 

※「サイレントタイム」は⾳響機材による PR を控えた時間帯 

第 23 回 ⼤阪オートメッセ 2019 
過去最⼤規模で開催 
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【コンテンツ紹介】 
 
最先端のスタイルがここに！ ⾃動⾞＆カスタマイズが⼤集合！ 

⾃動⾞メーカーによる新型⾞の展⽰のほか、最新スタイルをまとったカスタマイズ
カーが会場を埋め尽くします。その数なんと 596 台!! 
 
※トピックス（⾞両） 
トヨタ（５A 号館）：新型スープラ国内仕様⽇本初公開 
TRD（５A 号館）：GR スープラ・パフォーマンスライン・コンセプト TRD 世界初公開 
三菱（４号館）：新型デリカ D:5 ⼤阪オートメッセ特別カスタム  
※⾃動⾞メーカー（敬称略） 
トヨタ（５A 号館）、⽇産（６A 号館）、ホンダ（３号館）、マツダ（３号館）、スバル（６A 号館）、 
スズキ（３号館）、三菱（４号館）、ダイハツ（３号館）、⽇野⾃動⾞（２号館） 

 
 
来場者数 20 万⼈以上。関⻄最⼤級のモーターショー！ 

前回の来場者は 21 万 7,507 ⼈。毎年 20 万⼈を超す来場者でにぎわう関⻄最⼤級
のイベントです。今回は屋外展⽰場をはじめて展⽰スペースとして使⽤。インテッ
クス⼤阪の 1 号館から 6A、6B 号館と合わせて約 55,000 ㎡の展⽰⾯積は、国内モ
ーターショーの中でも指折りの規模です。 

 
 
中学⽣以下⼊場無料！ 

ご家族みんなでお楽しみいただけるよう中学⽣以下は⼊場無料※ 親⼦で「クルマ
のワクワク」を追求するエンタメ・モーターショーを体験していただけます。 
※招待券⼊場をのぞく当⽇券・前売券⼊場の保護者同伴に限る。保護者１名につき２名まで 

 
 
⼈気ナンバー1 ミュージックステーション “FM802” が全⼒サポ!!  

開局 30 周年を迎えるラジオステーション FM802 と⼤阪オー
トメッセのコラボステージ【カスタマイズアリーナ】では、超
豪華ゲストを迎えてのライブ＆パフォーマンスをお楽しみいた
だけます。 ※ライブはインテックスプラザ内特設ステージ 

 
 
2019 シーズンを勢いづけるキックオフイベント!! 
【 SUPER GT feat. OSAKA AUTOMESSE 】開催 
 真剣勝負を繰り広げる本物のレーシングカーを間近で⾒学で

きるほか、GT500 ⾞両のエンジン始動デモや⼈気レーサーに
よるトークイベント、キッズカート体験会など、サーキットア
トラクション満載。ここでしか味わえない感動と興奮をお届け
します。 

 ※展⽰⾞両（⻄ゲート⼊⼝正⾯）、展⽰ブース（３号館）キッズカート（屋外展⽰）  
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交通安全はみんなの願い【 JAF 交通安全コーナー 】 
 JAF では交通安全を体験しながら学べる展⽰内容でクルマを

楽しむみんなと⼀緒に健全なくるま社会の発展を⽬指します。
ここでしか⼿に⼊らない「⼦ども免許証」やレーシングシミ
ュレーター、シートベルトコンビンサーの体験も。 

 ※⼦ども免許証（３号館）、シミュレーター・シートベルトコンビンサー（屋外展⽰） 
 
 
 
【 タミヤグランプリ in オートメッセ 】で⽩熱のバトルを⾒届けよ!! 
 （株）タミヤ主催による【 タミヤ RC カーグランプリ in オートメ

ッセ 】を開催!! 会期中、⽩熱したレースが⾏われるほか RC カー
体験や新製品展⽰＆アウトレットセールも。 

 ※RC カーレース、販売（１号館） 
   
⾃衛隊直伝 “ ライフハック教室 ” 
 ⾃衛隊⼤阪地⽅協⼒本部による【ライフハック教室】で

は、いざというときに役⽴つテクニックを伝授。さらに、
87 式偵察警戒⾞（RCV）、⾼機動⾞（HMV）、軽装甲機
動⾞（LAV）、73 式⼩型トラックの展⽰のほか、⼦ども
制服の試着＆記念撮影や「まもるくん」も来場。 

 ※ライフハック教室（２号館）、⾞両展⽰（屋外展⽰） ※展⽰⾞両は⽇毎に異なります 
   
クルマ・カスタマイズ・オートメッセの世界観を表現 
 「ひろげる・つながる・クルマのワクワク」をより多くのみな

さまにお伝えするため、イラストレーターMURASAKI ⽒に描
き下ろしを依頼。第 23 回⽬の開催を迎えた 2019 年は漫画
「AKIRA」で描かれた年代です。オマージュを込めて近未来を
イメージさせる作品に仕上げていただきました。 

 ※展⽰・販売（1 号館） 
   
⼤阪オートメッセはカスタムカー⽂化の健全な育成を⽬指しています 
 ⼤阪オートメッセは、独⽴⾏政法⼈ ⾃動⾞技術総合機構とともに、展⽰される⾞両の

すべてが公道⾛⾏可能（適法）といった誤解を来場者に与えないために当⽇パンフ
レットに注意喚起を掲載しています。また、展⽰⾞両における表⽰の適正化を推進して
います。※実施：独⽴⾏政法⼈ ⾃動⾞技術総合機構 近畿検査部・オートメッセ事務局 
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■	最新情報は公式ウェブサイト、SNS から 
公式ウェブサイト https://www.automesse.jp/ 

SNS 公式アカウント 
【Facebook】 https://www.facebook.com/OsakaAutomesse/# 
【Twitter】  https://twitter.com/osakaautomesse 
【YouTube】 https://www.youtube.com/user/AutomesseAssociation 
【Instagram】 https://www.instagram.com/osaka_automesse/ 

   
■	お問い合わせ 

（⼀般） 
オートメッセ事務局 
TEL:06-6458-0300 
メールでのお問い合わせは公式ウェブサイトのお問い合わせから 
https://www.automesse.jp/inquiry/ 

  
（出展・報道関係） 
オートメッセ事務局 担当：渡辺、深⽔ 
TEL:06-6458-0300 
メールでのお問い合わせは公式ウェブサイトのお問い合わせから 
https://www.automesse.jp/inquiry/ 

 
（事務局住所） 
〒553-8588 ⼤阪府⼤阪市福島区福島 4-8-5 
（株）交通タイムス社 ⼤阪事業所内 オートメッセ事務局 

   
■	掲載⽤素材 

掲載⽤の写真、ロゴマークは、公式ウェブサイトのプレス⽤ページからダウンロ
ードいただけます。 
《プレス⽤ページ URL》 
https://www.automesse.jp/press/download.php 
素材のダウンロードには ID、パスワードが必要です。事務局までお問い合わせください 
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■	掲載注意 
ここに記載の内容は予告なく変更することがあります。最新情報は公式ウェブサ
イト（https://www.automesse.jp/）をご確認ください。 

  
《お願い》 
会場周辺の駐⾞場には限りがあり、開催時には会場周辺広範囲において、ひどい
交通渋滞を起こしています。掲載の際には下記例⽂のような⼀⽂を加えていただ
きますようお願い申し上げます。 

  
（例⽂） 
駐⾞場には限りがあります。また会場周辺は⼤変な渋滞が予想されますので、ご
来場の際にはできるだけ公共交通機関をご利⽤ください。 

     


