2013 年 12 月 12 日
株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

【報道関係各位】

数々の日本車の魅力を
詳細なデータと美しいビジュアルで徹底紹介！

週刊 『日本の名車』
2014 年 1 月 4 日（土）創刊

全 100 号、創刊号特別定価 290 円/税込、2 号以降通常定価 562 円+税
http://deagostini.jp/nnm/

株式会社デアゴスティーニ･ジャパン(本社:東京都中央区、社長:大谷秀之)は、日本のモータリゼ
ーションを彩る数々の名車を詳細なデータと美しいビジュアルで徹底解説するマガジンシリーズ
週刊『日本の名車』を、2014 年 1 月 4 日(土)より全国書店(一部地域を除く)及び、当社ホームペー
ジで発売します。
週刊『日本の名車』は、自動車の歴史に名を刻む“憧れの
名車”を毎号取り上げ、その特徴や性能、開発ストーリーか
ら改良の歴史、歴代車種の変遷に至るまで、当時の貴重な資
料を交えながら解説します。また、歴代の名車の美しいフォ
ルムやディテールを迫力ある写真ギャラリーで紹介。名車の
魅力を様々なテーマで掲載します。
■今なお憧れる 1,100 車種以上の名車情報を徹底紹介！
本シリーズは、今なお語り継がれる歴代の名車を毎号 5～8 車種ずつ
シリーズ合計 1,100 車種以上を紹介します。スカイライン 2000GT-R（ニ
ッサン／昭和 44 年）、トヨタ 2000GT（トヨタ／昭和 42 年）、フェアレ
ディ Z（ニッサン／昭和 44 年／初代）、R360 クーペ（マツダ／昭和 35
年）など、世界に誇る国産車の全てを完全網羅していきます。

■豊富なビジュアルで名車の世界を堪能できる紙面
各車の特徴や性能はもちろん、歴代車種を車種ごとにシ
リーズとして分類し、その変遷を相関図でわかりやすく紹
介したり、年代やメーカーによって掘り下げた情報を紹介
したりする章など名車を様々な角度で紹介します。豊富な
ビジュアル、貴重な資料も満載です。
■完全復刻したカタログコレクションをプレゼント
当時の紙質や色合いなどを忠実に再現した「復刻カタログコレ
クション」を第１弾は創刊号～第 25 号まで、第２弾は第 26 号～
第 55 号までご購入された読者全員を対象にプレゼントします。
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【商品概要】
タイトル

週刊 『日本の名車』

定

創刊号特別定価 290 円（税込）、2 号以降通常定価 562 円+税

価

創 刊 日

2014 年 1 月 4 日（土）

刊行形態

2 号以降、毎週火曜日発売（一部地域を除く）

刊行号数

全 100 号（予定）

判

A4 変型判 オールカラー(創刊号：50 ページ／第 2 号以降：32 ページ)

型

バインダー概要：創刊号に無料バインダーが 1 冊付属します。
通常価格（1 セット 2 冊入り）562 円+税（1 冊に本誌約 10 号分ファイル可）

■マガジン構成：本シリーズは、5 つの章で構成
【名車ライブラリー】
自動車の歴史に名を刻む日本の名車を毎号 5～8 車種紹介します。「プロフィール」と「スペ
ック」の 2 つのテーマで、名車の基本情報、特徴や性能を解説します。また、主要車種につい
ては、デザインやメカニズムなどを詳しいビジュアルを多用して解説する「クローズアップ」、
迫力ある写真で外観を紹介する「ギャラリー」も用意しています。
【名車の系譜】
日本の名車を車名ごとにシリーズとして分類
し、歴代車種の変遷を相関図で一覧しながら、
兄弟車や派生車についてもわかりやすく紹介し
ます。

【自動車タイムズ】
戦後に発売された乗用車・商用車を、当
時の出来事とともに振り返ります。

【メーカーの歴史】
日本の自動車メーカーの足跡を、自動車メー
カーごとに創業時からのエピソードを追って紹
介します。

【クルマペディア】
車に関する基本的な用語から先進技術
まで、車に関するあらゆる項目を取り上
げ解説します。

■創刊号ラインナップ

●トヨタ 2000GT（トヨタ／初代 昭和 42 年）
●スポーツ 800（トヨタ／初代 昭和 40 年）
●スカイライン 2000GT-R（ニッサン／2 代目 昭和 48 年） ●R360 クーペ（マツダ／初代 昭和 35 年）
●スカイライン GT-R（ニッサン／3 代目 平成元年）
●ランサーEX（ミツビシ／2 代目 昭和 54 年）
●スカイライン 2000GT-R（ニッサン／初代 昭和 44 年）

※本件の詳細な製品情報及び、読者プレゼントキャンペーンは公式 HP まで

●報道関係者からのお問合わせ先(リリース配信、画像･写真手配、献本の手配など)
共同 PR 株式会社：木之内、内田、辻 TEL：03-3571-5326 Email：deagostinipr@kyodo-pr.co.jp
●当商品の広報に関するお問い合わせ先
株式会社 デアゴスティーニ・ジャパン
担当：中東（なかとう） TEL：03-6730-7685

Email：deapress@deagostini.co.jp

●読者向けお問合せ先（商品に関するお問合せ先=月～金 10:00～18:00 土日祝を除く）
デアゴスティーニお客様サポートセンター TEL：0570-008-109
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～ 名車ファンが選ぶ人気の名車はどの車種か？ ～

「いま乗りたい日本の名車」 総選挙キャンペーン
週刊「日本の名車」特設ウェブサイトにおいて、名車ファンの投票で人気 No.1 の「日本の名車」
を決定する「いま乗りたい日本の名車」総選挙キャンペーンを、2013 年 12 月 12 日～2014 年 1 月
19 日までの期間限定で実施します。
本キャンペーンは、誌面で登場する「日本の名車」候補 10 車種の中から、“いま乗りたい”と
思う名車に投票していただきます。投票の結果、1 位～3 位の名車は、2014 年 1 月下旬以降に「MEGA
WEB」で実施される「デアゴスティーニ「日本の名車」助手席試乗イベント（仮）」で、プロのド
ライバー運転の助手席に試乗することができます。

【キャンペーン概要】
・タイトル：「いま乗りたい日本の名車」総選挙キャンペーン
・参加方法：PC、携帯電話(スマートフォン含む)から特設サイトへアクセスし、ご参加ください。
・特設サイト：週刊「日本の名車」特設ウェブサイト http://deagostini.jp/nnm/)
・実施期間：2013 年 12 月 12 日～2014 年 1 月 19 日
・結果発表：2014 年 1 月下旬頃を予定
・当選者 ：12 名（1 位～3 位の車種に投票した人の中から抽選で、それぞれ 4 名ずつ）

【総選挙立候補車種】
★トヨタ 2000GT
★トヨタスポーツ 800
★トヨタ カローラレビン AE86
★トヨペットクラウン RS41
★ニッサンスカイライン 2000GT-R
★ニッサンフェアレディ Z
★ホンダ S800
★マツダ コスモスポーツ
★スバル 360
★いすゞ117 クーペ
【日本の名車 助手席試乗イベント概要】
・イベント：デアゴスティーニ「日本の名車」助手席試乗イベント（仮）
・実施時期：2014 年 1 月下旬～2 月頃を予定
・開催場所：MEGA WEB（東京都江東区青海 1-3-12／パレットタウン内）
・実施内容：総選挙で選出された 1 位～3 位の「日本の名車」助手席試乗体験
※本イベントの運転は、専門のドライバーによって行われます。
※お客様の試乗は、助手席限定となります。
※イベント会場までの交通費は当選者様のご負担となります。
※本キャンペーンに関する詳細情報は、週刊「日本の名車」特設ウェブサイトで追って公開します。
※試乗車はメンテナンス状況により、変更される可能性がございます。
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