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報道各位 
 
 
 
 
 

ひろげる・つながる・クルマのワクワク 
【会期】2022 年（令和 4 年）2 ⽉ 11 ⽇(⾦・祝)、12 ⽇（⼟）、13 ⽇(⽇) 

【会場】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、2022 年（令和 4 年）2 ⽉ 11 ⽇（⾦・
祝）から 13 ⽇（⽇）までの３⽇間、インテックス⼤阪（⼤阪国際⾒本市会場）におきま
して、【 第 25 回 ⼤阪オートメッセ 2022 】を開催いたします。「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、「クルマのワクワク」を幅広い世代に感じ
ていただくことを⽬指したエンターテインメント・モーターショーです。 
 
■開催概要 
展⽰会名称︓第 25 回 ⼤阪オートメッセ 2022 
主催︓ オートメッセアソシエイション 
開催⽇程︓ 2022 年（令和 4 年）2 ⽉ 11 ⽇（⾦・祝）、12 ⽇（⼟）、13 ⽇（⽇） 
開催時間︓ 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） 
後援︓  経済産業省／⼤阪府／⼤阪市／⼤阪商⼯会議所／（公財）⼤阪観光局／ 

（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／（⼀財）⼤阪国際経済振興セン
ター／（株）交通タイムス社／（株）イーグル（順不同） 

特別協⼒︓ （株）GT アソシエイション／（株）FM802 ／ 
（⼀社）⽇本⾃動⾞連盟 関⻄本部／⾃衛隊 ⼤阪地⽅協⼒本部（順不同） 

出展社数︓ 143 社（350 社） 
展⽰⾞両台数︓328 台（608 台） 
出展⼩間数︓1,101 ⼩間（2,231 ⼩間） カッコ内は 2020 年開催 
※サイレントタイムは⾳響機材による PR を控えた時間帯です 

第 25 回 ⼤阪オートメッセ 2022 
開催のご案内 



 

                         
 
                                                                                                  

 2 

Automesse Executive Office  
5-17-21-6F FUKUSHIMA, FUKUSHIMA-KU 
OSAKA 553-0003 JAPAN 
Email：info@automesse.jp 

PRESS RELEASE 
 

  

【 第 25 回 ⼤阪オートメッセ 2022 】みどころ 
  
最新のスタイルが⼤集合︕ ⾃動⾞とカスタマイズの最前線︕ 

⾃動⾞メーカーによる新型⾞のほか、最新のスタイルをまとったカスタマイズカーがイ
ンテックス⼤阪を埋め尽くします。 
【⾃動⾞メーカー】 
TOYOTA GAZOO Racing（4 号館）、⽇産⾃動⾞株式会社（3 号館）、Honda/Honda Access/無限（3
号館）、SUBARU/STI（4 号館）、ダイハツ（3 号館）、⻄⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社（3 号館）、ア
ルピーヌ・ジャポン（1 号館） 

 
 
関⻄最⼤規模のモーターショー︕ 

関⻄最⼤級の規模をもつイベントです。インテックス⼤阪の 1号館から 5号館 Aゾー
ンまで合計約 30,000㎡の展⽰⾯積。 
※本イベントは新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、⼤阪府「イベント開催等における感染防⽌対
策」に準拠し、収容定員に上限を設けて開催します。 

 
 
スマホをかざしてサッと⼊場︕ U-22（22 歳以下）特別料⾦登場︕ 
⼊場チケットは２次元コードを使った⾮接触チケット。さらに、新しく 22歳以下を対
象とした U-22（22歳以下）特別優待料⾦が登場しました。 
※チケットの当⽇会場販売（当⽇券）はありません 

 
 

FM802 × OSAKA AUTOMESSE presents 
CUSTOMIZE SATELLITE 

会場内特設スタジオにて FM802番組公開収録 
「FM802 × OSAKA AUTOMESSE presents 
CUSTOMIZE SATELLITE」を開催︕ 
【ゲスト出演】 asmi（11 ⽇）、chelmico（12
⽇）、PSYCHIC FEVER（13 ⽇）時間は当⽇パンフレットをご覧ください。 
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2022 シリーズ開幕に向けキックオフ︕ 今年も
会場に SUPER GT マシンが登場︕ 

GT500参戦 3 メーカーの GT マシンや、昨年の
GT300 チャンピオンマシンなど豪華勢揃い︕ 国内最
⾼峰の⾃動⾞レース「SUPER GT」を体感しよう︕  

 
 
 
交通安全はみんなの願い。 
クルマをもっと楽しく安全に。 

JAF 関⻄本部による【交通安全啓発活動】を実
施。チャイルドシート使⽤効果実演⾞の実演ステ
ージ⾒学で交通安全を学ぶことができます。さら
に、ここでしか⼿に⼊らないオートメッセオリジ 
ナル⼦ども安全免許証も。 

   
普段⾒ることがない極レア⾞両︕ 防災意識を⾼めましょう︕ 
会場内には⾃衛隊⼤阪地⽅協⼒本部による⾞両展⽰
を予定。マスコットキャラクター「まもるくん」も
やってきます。また、お⼦様向けのミニ制服を着て
の記念撮影ができるほか、災害派遣活動の紹介など、 
防災について考えるきっかけに。 
   
【オープニングセレモニー・テープカットのご案内】 
2 ⽉11⽇（⾦・祝）10:00 センタービル2F「国際会議ホール」 
出席（予定） 
後援・特別協⼒ 
⼤阪府 / ⼤阪市 / （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 / （⼀財）⼤阪国際経済振興センター / （株）GTアソシエイション 
実⾏委員会 
顧問 宗清 皇⼀ 衆議院議員 / 顧問 柳本 顕 衆議院議員 / 委員⻑（株）交通タイムス社 代
表取締役 宮⽊ 敏也 
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最新情報は公式ウェブサイト、SNS 公式アカウントから 

公式ウェブサイト https://www.automesse.jp/ 
SNS公式アカウント 

【Twitter】  https://twitter.com/osakaautomesse 
【Instagram】 https://www.instagram.com/osaka_automesse/ 
【YouTube】 https://www.youtube.com/user/AutomesseAssociation 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
●ご⼊場について 
⼤阪オートメッセのご⼊場には所定のチケットが必要です。チケットはすべて電⼦チケッ
トでのご提供となります。各⽇予定枚数に達し次第、販売、引き換えを終了します。 
くわしくは公式ウェブサイトをご覧ください。 
 
 
●チケット 
発売開始 2022 年（令和 4 年）1 ⽉ 11 ⽇（⽕）12:00  
お買い求めはイープラスから https://eplus.jp/oam2022/ 

前売︓2,200円（税込） ／⼀般 
 1,100円（税込）／特別優待（U-22／障がい者） 
※ 適⽤条件などくわしくは販売サイトをご覧ください。 
※ 各⽇予定枚数に達し次第販売を終了します。 
※ 会場内の密を避けるためイベント当⽇に⼊場規制を⾏う場合があります。 
※ 新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策については公式ウェブサイトをご覧ください。 
 
 

マルミヤン（Marumiyan） 
2007 年より「マルミヤン」
（Marumiyan）名義で、福岡を拠点に
活動を開始。 
雑誌、広告、CD ジャケット、パッケー
ジ、アパレル、プロダクト、Web など、
様々な媒体で活動を⾏う。 
⼈物や植物、動物、建物など、様々なア
イコンをグラフィカルに組み合わせ、洗
練された作品作りを⽬指す。 
また “FOUR DIMENSIONS WORLD” 
をテーマとした作品も勢⼒的に制作して
いる。 
2008 年 FUNKY802 d igmeout オーデ
ィション通過。 

 

2022 
Art Visual 
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掲載時注意 
下記の注意喚起にご協⼒ください。 
❶イベント開催当⽇の新型コロナウイルス感染拡⼤予防対策についてなど最新情報は

公式ウェブサイトをご覧ください。 
❷感染時に重篤化する可能性の⾼い⾼齢者や持病をお持ちの⽅のご来場はあらかじめ
慎重にご判断の上、⼗分注意を払ってご来場くださるようお願いいたします。 
❸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。 
 
 
 
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ID、PWを⼊⼒
してダウンロードいただけます。 
《ダウンロードページ》https://www.automesse.jp/press/ 
ID、PWは事務局へ直接お問い合わせください。 
報道⽬的以外の使⽤を禁じます 

 
 
 

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をご確認く
ださい。 

 
 
 

 
オートメッセ事務局 

Automesse Executive Office  
〒553-0003 

⼤阪府⼤阪市福島区福島 5-17-21-6F 
（株）交通タイムス社 ⼤阪⽀社内 

info@automesse.jp 


