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ヤングオート2010（2010年10月発売）の読者アンケートより
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1位 330グロリア（まみ）
2位 R31スカイライン （央輝）
3位 ハコスカ（ゼニガネーゼ）

ヤングオート2010でかっこいいと思ったクルマ
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青春時代を改造車に賭けた現在30代～40代
の大人たち、そしてそんな世代に憧れをもつ
現役世代に、

1981年に創刊し 2001年10月号まで全力で走り続けた伝説の

現役世代に、

新時代！
1981年に創刊し、2001年10月号まで全力で走り続けた伝説の

雑誌「ヤングオート」。

一昨年及び昨年、『復刻』として発売した「ヤングオート2009」「ヤ
ングオート2010」は市場から大好評を頂きました 発売してすぐングオート2010」は市場から大好評を頂きました。発売してすぐ
に、あっという間に書店・コンビニの書棚から買われていく｢ヤング
オート」を見て、弊社社員は一様に当時を思い出しながら感動の
涙を流したのでありました。

今年の東京オートサロン。その駐車場では昨年の倍はいるであ
ろう改造車の皆さんが大変な盛り上がりを見せておりました。そし
てその中には若者も多く存在しておりました。そんな若者たちに
我々は「ヤングオートの新時代」を確信し また胸を熱くしたのでし我々は「ヤングオートの新時代」を確信し、また胸を熱くしたのでし
た。
前号のアンケートでも現役当時を懐かしむ30代以上の方々の数

に並ぶくらいの20代以下の読者が存在することが分かっておりま
す 「ヤングオート2011」はそんな皆様に向けて 特濃の当時ネす。 「ヤングオ ト2011」はそんな皆様に向けて、特濃の当時ネ
タの他に、最新の改造車・チームを前号以上のボリュームで展開
します。
あの時代を熱く駆け抜けた皆さんに、創刊から30年目の今、あ

のカルチャーをもう一度思い出してもらいたいのカルチャ をもう 度思い出してもらいたい。
そして当時をよく知らないが憧れを持つ現代の若者（後輩）にも

伝えていきたいという思いは変わらず、ここに「ヤングオート2011」
堂々の発刊です。



熱い編集内容（予定）

■2011年最新改造車列伝
全国の最新版改造車撮り下ろし。「2010」と同様に約40台を一気に掲

載。濃厚で派手なクルマだけでなく、読者が真似できるくらいの街乗り
OKなシンプル仕様も多く紹介。

■東京オートサロン駐車場実況中継

■‘81～01 ヤングオート21年の名車 プレイバック
「2009」「2010」復刻複写ページの続編。有名＆伝説的存在のクルマを

年代別に掲載 読者からの「あのクルマが見たい」というリクエストにも1月の大イベント、幕張メッセの駐車場に集まった改造車をたっぷりと
紹介。

■チューニング仲間
最新のチーム紹介。3チームを予定。

年代別に掲載。読者からの「あのクルマが見たい」というリクエストにも
答えます。

■伝説のチームプレイバック
過去の有名チーム記事を複写で紹介。

■最高に燃えた俺の青春… GCグラフィティ
GC（グラチャン）とは、グランチャンピオンレース開催日にレース仕様

に仕立てた改造車で富士スピードウェイに向かって走る大型恒例行
事で、35歳以上の改造車好きにはかなり懐かしく親しみのある言葉。
「2010」同様 読者のアルバムから写真を借りて構成 昔の有名車を

■改造プラモ博物館

プラモ好きに楽しんでもらうため、過去に登場した驚きの力作を複写で
紹介。

■マンガ 描き下ろし「たいまんぶるうす・暴不良（ぼうふら）」続編
「2010」同様、読者のアルバムから写真を借りて構成、昔の有名車を
たっぷりと紹介。

■男の旧車道

人気の旧車を撮りおろし。内容盛りだくさんのクルマからシンプルなク
ルマまで ハコスカ ケンメリ S30Z 330セド グロ ダルマセリカ LB

ンガ 描き下ろし た まんぶるうす 暴不良（ぼうふら）」続編
当時人気で単行本化もした連載マンガの続編を、1話完結読み切りで
特別掲載。再録ではなく、新たなストーリーを展開。

■改造車教室

車高短や改造車を知らない人のための入門ページ。旧車、チバラギ、
ルマまで。ハコスカ、ケンメリ、S30Z、330セド・グロ、ダルマセリカ、LB、
ブタ目マークⅡ、サバンナRX‐3など。

■改造車製作ストーリー

オーナーが作業しながら撮影した写真を取材で補足し、改造車が作
られてゆく行程を追う ベース車購入から設計 ボディの切り貼り 加

車高短 改 車を 門 。 車、 ラ 、
ケーニッヒ仕様、公認車、福岡仕様など、改造ジャンル別に、そのカタ
チがいつどんなふうに生まれたのか。どんなパーツが使われ、どんな
いじり方がされているのか。長所、短所は？･･･などを解説。各パーツ
や専門用語の解説も掲載。

られてゆく行程を追う。ベース車購入から設計、ボディの切り貼り、加
工、発泡ウレタンやパテの扱い、塗装など、改造車作りの参考にして
もらうためのページ。

■ヤンキーグッズ秘宝館

パーツだけでなく 当時のヤンキーグッズ（日用品 服 レコード アイ

■時代の生き証人インタビュー

伝説的な改造車作りの有名人。改造車に自分の青春を捧げた熱い生
き様と当時のエピソード。２人を紹介予定。

■車高短ショップ突撃訪問
車を扱う中古車 改造車製作を得意とするプ プを紹介

パ ツだけでなく、当時のヤンキ グッズ（日用品、服、レコ ド、アイ
ドルもの、家具、文房具など）を保存しているお宅におじゃまする。こ
れらお宝や珍品、ヤンキー的骨董品の入手法も紹介。

旧車を扱う中古車屋、改造車製作を得意とするプロショップを紹介。



広告掲載料金表

掲 載 面 定価（円） サイズ 天地×左右（㎜）掲 載 面 定価（円） サイズ 天地×左右（㎜）
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