ひょんなことから元々親の仕事場だっ
はっしーサンはグループ最年少︒リ

をグループに持ち込んでくれる方だ︒
んにも同様の幌を製作する心優しさも︒そ

しいコーデ︒しかもメンバーのななむーさ

は新たにDIYをした幌を被せて可愛ら

始まり︒そのうちに大物の工具も増え

も乗り続けるベテランのコペン乗り︒
わっているそうです︒

りで愛車も純正＋オプションにこだ

スタンダートなスタイルがお気に入

ろんその〝好きなもの〟とはコペン︒

強く︑こだわりも強い方だそう︒もち

翔サンは好きなものへの探究心が

装着とスポーティ仕上げ︒

たこの場所を使えることになり︑スペー

北 陸のコペン大 好 き オーナー 達が 語 り 合 う ♪
〝アッチ側〟の人が 時以降は
〝コッチ側に︑
が聖地誕生のキッカケ

センスで400Kを作り込んでいます︒

のななむーサンのローブは リブートを

頃からいるのは高橋880さんや井
ては息子のような存在なのだとか︒

D︲Proさんや高橋880さんにとっ

バティウォークのボディキットをチョ

上880さん辺りで︑基本的にはディ

イスするなど︑若手ならではの現代的

んあるけど︑同じ〝好き〟を共有する
ーラーだと取り付けできないような

スができたのもあって１人︑２人とここ

仲間たちと過ごす時間は何物にも代

に集まるようになったんです︒初期の

え難い素敵な時間ですよね︒そんなコ
モノを付けられないかな︑というのが

井県福井市付近にあるとのこと︒D︲
長く乗り続けるための様々な箇所のブ
ともはサンはDIY好き︒愛車のセロに

ラッシュアップが今後の目標だそうだ︒

とはいえ︑あくまで個人の趣味なの

出して︑エスカレートしだしたのは油

で︑納期などを区切ってくるような依

圧リフトを入れてからですね︵笑︶
︒

ンが好きで堪らない！ 何時間でも
頼はお断りしています︒当てはまらな

地にさっそくお邪魔してみると︑コペ
語れる！ そんなコペン好きが集ま

の皆さんを軽く紹介していきましょう︒

︲Proサンを慕って集まったメンバー

さて︑ではそんな形で自然発生的にD

い人も若干１名いるんですが︵笑︶
﹂

あるD︲Proサンは︑実はダイハツ

いるれっきとした〝アッチ側の人〟
︵笑︶
︒
イジってる愛車も個性的︒

個性が光るメンバーは

活動︵笑︶﹂
︵D︲Proサン ︶なのだそ
は︑グループ最年長

高橋880サン

超初期メンバー︒先

にしてこの集まりの
ほどお話しに出た

ある意味メーカーと対極を成すような︑
趣味性の高いドレスアップ＆チューニ

い人〟
︵笑︶
︒いつも

〝若干当てはまらな
輪 の 中 心 に い るム

ング集団の〝頼れるアニキ〟となった

D︲Pro 現行の400Kが出るタイ

だこう︒

って元々営業車として880Kに乗っ

うことになりまして︒そんな経緯があ

志向で︑他の人とは

ークが好きなレトロ

人︒旧車やアンティ

も初期メンバーの一

井上880サン

ードメーカーだ︒

ていた僕が選ばれました︒880Kを
違った独自のセンス

でどんなクルマでもあるものですよ
に風が当たらない構造になって

ね︒そう！880Kは構造上タービン
るので熱を持って破損して
ブローすることがありま
すね︒400K のタービ
ンは風が当たるのでそ ん
なことはないんですけど︒
編集部 ではよく依頼されるカスタム
は？
高橋880 自分がやってもらったア
D︲Pro そう︑ジーノのグリルな

レとかね︒
どを流用してフェイスをク
ラシック調にするのはよ
くやってます︒あと︑デ
う意味では880Kのアク

ィーラーでできないとい
編集部 ２０２２年で初代発売から数
ティブトップモーターを400Kの

の聖地︑コペンローカルベース鎌倉閉

ます︒

編集部 みなさん普段乗りで

基本１人乗りと割り切るべし

コペンはデートには向かない

おしょう 僕もやってもらいましたね︒

催されました︒こちらに参加した方は
D︲Pro 私と高橋880さんが参加

いらっしゃいますか？

使われているんでしょうか？
サン以外は手を挙げる︶

︵井上880サン︑おしょう

谷にある東京唯一のコペンサイト︑D
しかったですね︒
年を経て初代880K︑

編集部 大多数が普段乗りでも使われ

してます︒

おしょう 僕は通勤は通称偽ハ

編集部

るということなんですけど︑例えばデ

スラーと呼ばれている︵笑︶マツダの

D︲Pro 最初に問題が出るのはルー

てどんなものがあるのですか？

ートなどに使うことはありますか？

代目400Kと進化してきましたが︑

フを止めるためのラッチの異音発生と

D︲Proさんのところに届く依頼で

か880Kだとラジエターのアッパー

フレアクロスオーバーを通勤グルマに

2

モール渋谷神泉店にも立ち寄って︒楽

しました︒その後にせっかくなんで渋

!?

店に合わせファイナルパーティーが

モーターに換装するのはよくやって

えて 周年を迎えたコペン︒去る６月

あれこれを語ってみよう！

とか︒でも経年劣化によるものなの

趣味でイジっていくなかでここのメンバ

うスタッフを各エリアに置こう︑とい

ミングで〝コペンスタイリスト〟とい

のか︒まずはその辺りから語っていた

うです︒さて︑そんなD︲Proサンが

趣味︑仕事終わった後のプライベートな

ですが︑この集まりに関しては﹁完全に

らコペンスタイリストの称号を頂いて

ディーラーにお勤めで︑ダイハツ側か

D︲ProFactoryの中心人物で

ードが飛び出すやら⁝︒

ってくれました！さてどんなエピソ

ProFactoryと呼ばれるその聖

おしょうサンは880Kを 万キロ

ペン好きな仲間たちが集う聖地が 福

ドレスアップの醍醐味ってたくさ

!?

ー達とも個々で繋がっていたんですが︑

今回『D-proFactory』の仲間たちが集まったのはD-pro=伊藤さんの工
房。別名：Dファクとも呼ばれる工房には、夜な夜な集まっては、コペン
談義…だけでなく、プライベートトークも盛り込んで笑顔が絶えないという

Text by Tsuneo Fujikawa Photographs by Shinya Kagawa

賀川 真弥＝写真
藤川経雄＝文

全国各地にコペン大好きオーナーがいるのは周知しているが、今回紹介する北陸には、新旧コペンを複数台所有し、カスタムをするためにリフトも購入。
走行会やカスタムイベントなどにも参加するうちに仲間が自然と増えていき、週末ともなると彼を慕う仲良しメンバーだけでなく、
噂を聞いたコペン好きがたくさん集まってくるという聖地がある。
そこで今宵は!? 夜な夜な集まるオーナーたちとコペンに関する座談会を開催。さまざまなお題を立てて話を聞いてみたぞ♪
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デビューから 年経ったコペン
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日には鎌倉にあるコペンオーナー
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一番多いトラブルシューティングっ
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深夜の座談会
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D-Pro × LA400K COPEN XPLAY

コペン
スタイリストも
務めてます

純正もアフターもどんと来い！なみんなの兄貴

レトロな
雰囲気が
好みです

井上880 × L880K COPEN
クラシックなニュアンスを追求

本企画のキーマン、
D-Proさ
んは、
880Kからこちらのエクス
プレイとローブの２台に乗り継
いだれっきとしたコペンスタイ
リスト。こちらの車両はエクス
プレイらしくリフトアップをコン
セプトにドレスアップ。参考に
したいワザがそこかしこに隠さ
れている一台だ。

高橋880 デートには使いません！

はっし〜 使ったことはあるけどめち

ゃくちゃ不評でしたね︵笑︶
︒自分の

は足回り含め結構イジってるんです

けど︑ノーマルの時からすでにそれを

言われてました︒運転してると気にな

らないんですけど助手席の人は辛い

D︲Pro 嫁さんにも﹁腰にくる﹂っ

みたいですね︒

て言われた︒嫁さん乗せてた頃はガチ

ガチにイジってた880K の時だっ

たから余計に︒

はっし〜 ノーマルでも長距離は無理

って言われました⁝︒

井上880 基本一人乗りのクルマって

割り切って乗らないとダメですね︵笑︶
︒

おしょう 僕なんか大きな荷物を積む

機会が多いので︑車検通す先日までそ

もそも助手席外してましたから︒

編集部 なるほど︑コペンは色々と割

り切りが必要な部分もあると︒ところ

ようですが︑ガソリンはレギュラーと

で定番のECUチューンの方も多い

ハイオクどちらを使用してますか？

はっし〜 そもそもそういう︵ハイオ

ク前提の︶セッティングにしちゃっ

てるので︵笑︶
︒

D︲Pro 確かにハイオクの人がほと

んどじゃないかなあ〜︒私は400K

はレギュラーですが︑880Kの方は

ECUからエンジンの中身まで変え

ているのでハイオクです︒

からハイオク︒

高橋880 自分もECU変えてます

井上880 エンジンもECUも手を

つけてないのでレギュラーですね︒

おしょう ECU 変えてるのでハイ

オク︒

翔 ECU変えてます︒ハイオクです︒

ななむー サブコンつけてるだけです

ともは ECU変更でハイオクです︒

けどハイオクにしてますね︒

ジムニーのバンパーガードをワンオフで装着し、キャストアクティバの足まわりを
移植して車検対応リフトアップを実現。ジムニーシエラのヒッチもワンオフで取り
付けてます。多車種流用カスタムもお手のものなのです

880Kらしさの一つ レトロ感
に注目して、クラシックな空気
感を大切にドレスアップしてい
るという井上880サン。全体
のトーンはもちろん、可愛いト
ランクキャリアやボンネットベ
ルトなどのアレンジでとってもレ
トロに仕上げているあたりが
ポイント高いです。

レトロなラブリースイートレーベルのホイールに英国の香り漂うキャブトンマフラ
ーなど外装はもちろん、レザーシートベルトやナルディ、DIY制作のパネルなど
見どころ満載

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

エアロ
JIMNY用バンパーガード加工装着
足まわり キャストアクティバ用
ホイール L150S純正
タイヤ
マッドスター

エアロ
クローム製プッシュバンパー
足まわり 純正
ホイール HEART VOICE ラブリースイートレーベル アナム F/R=15 inch
タイヤ
DUNLOP ENASAVE
F/R=165/55R15in

F/R=15inch
F/R=175/65R15in

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

エアロ
LBWK
足まわり ギルト（クラックス）車高調
ホイール RAYS VOLKRACING TE37V
タイヤ

エアロ
純正オプション
足まわり オーリンズTypePB車高調
ホイール YOKOHAMA ADVAN Racing ONI2
BRIDGESTONE POTENZA RE004
タイヤ

F/R=8.0J×15 inset±0
F/R=205/50R15in

コペン乗るなら

F/R=6.0J×14 inset45
F/R=165/55R15in

割り切りが大事！
純正OPエアロにカーボン柄ボンネット、ロールケージと、正統派の走りを意識
したカスタマイズを楽しむ。ダッシュには３連メーターもセットアップする

一世を風靡したリバティウォークのオーバーフェンダーキットにフロント、リヤまで
リバティで武装。マフラーはJワークスの４本出しをセットして排気もバッチリだ

はっし〜 × LA400K COPEN Robe
LBスタイルでサーキットも楽しむ
リバティウォークのワイドボデ
ィスタイルをフルで投入したは
っし〜サン。しかもビッグター
ビン搭載でサーキットでもコペ
ンを楽しみ尽くしているとのこ
と。
「素直なハンドリングで走
りも安定しているのでいいで
すね」。次はハイカム投入を
企んでいる様子。
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剛性高いので
攻められます

オープンの
気持ちよさに
惹かれました

翔 × L880K COPEN
純正＋αにコダワるスタイル
「純正のルックが好きなので」
と外装は徹底して純正オプショ
ンで統一する翔サンの880K 。
ホイールはアドバン、サスはオ
ーリンズと足まわりのチョイスを
見ても王道スタイルなのがわか
ります。でも一番のお気に入り
は腕を日焼けする程の「オープ
ンの解放感！」なのだそうです。
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ワンオフで
オリジナル幌
作りました！

ともは × LA400K COPEN Cero
全体的なバランスを考えてDIYも楽しむ

乗るには
それなりに
覚悟は必要！

おしょう × L880K COPEN
よく曲がり、よく止まる点がお気に入り

ドレスアップを楽しむにあたっ
て、誰もが 悩む壁の1つに
「バランス感」がある。とも
はサンも「やりすぎないオシ
ャレなバランスのスタイルが
いいですね♪」と、座談会
前にDIYで幌を製作。ワン
ポイントコーデでとてもオシャ
レなのだ。

ライバル不在の今だからこそ

これからもコペンで楽しみたい

D︲Pro いまやコペンはライバルと

言える存在が居なくなってしまった

ん で す︒よ く 引 き 合 い に 出 さ れ る

ーツカーだし︑アルトワークスも現状

S 600は厳密に言うと純粋なスポ

微妙ですよね︵笑︶
︒それにNDロー

ドスターはカテゴリー的にはGT カ

ー︒コペンはもう少しラグジュアリー

寄りというか︑肩の力を抜いて乗れる

カテゴリーだと思ってますので︑ある

意味独占取れるぞ︑と︒だから僕的に

はこのまんま続いて欲しいですけど︑

ガソリン車規制もあるので今後難し

くなっていくと思うんですよ︒でも抜

け道じゃないですけど︑モデルチェン

ジしなければいいわけで⁝︒

高橋880 そのまま売り続けてくれ

D︲Pro そうそう︑ずーっとこのま

ればいいっていうね︒

ま400Kを売ってくれれば︒型式さ

え変わらなければそのままガソリン車

として販売を続けることができる︒

翔 規格が変わらない限りは︒

D︲Pro マイナーチェンジは多分

大丈夫なんだと思うんだけどね︒

おしょう どこまで認められるかで

すよね︒

D︲Pro コペンは色んなアフター

メーカーがやってくれているので

ね︒コペンが出た当初︑どこまでや

るんだろう︑と思ってましたけど結

構どこもやってくれて︒純正だけだ

ったらここまで盛り上がらなかっ

た︒やっぱりサードパーティーが元

気がないと面白くない︒そういう意

味ではコペンの未来はまだまだ明る

いし︑もっと楽しませてもらえるん

じゃないですかね！

トランクスポイラーはDスポーツ、ホイールはGゲームス。マフラーは柿本改。ス
ポーティで適度にカジュアルなスタイルにまとめられているのが好感度大です！

当初は純粋にカタチとエン
ジンが気に入ってコペンを
選んだというおしょうサン。
本 文 中 にもありましたが、
助 手 席を外していたぐらい
コペンは「 割り切って乗る
もの」とセカンドカーとして
のコペンライフを満喫してい
るそうです。

CPU変更にフジツボマフラー。そしてタナベ車高調に軽さで選んだボルクレー
シングCE28を組み合わせて軽快な足まわりを目指した辺り、走ってナンボな嗜
好が現れてますね。ブルーボディに赤シートがマッチしてます

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

エアロ
W:D-SPORTトランクスポイラー
足まわり 純正＋D-SPORTローダウンスプリング
ホイール G-games 77REBOOT
タイヤ
ナンカンNS2R

エアロ
純正
足まわり タナベ車高調
ホイール RAYS VOLKRACING CE28N
タイヤ
ナンカンNS2R

F/R=6.0J×16
F/R=165/50R16in

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

エアロ
足まわり
ホイール
タイヤ

エアロ
クローム製プッシュバンパー
足まわり ショーワ スポーツサスペンション
ホイール 純正エクスプレイ用
タイヤ
GOODYEAR EAGLE LS2000 HBⅡ

W:D-SPORTトランクスポイラー
D-SPORTローダウンスプリング
G-games 77REBOOT
ル・マンV

F/R=6.0J×16
F/R=165/50R16in

コペンはガソリン車

F/R=5.5J×15 inset45
F/R=165/50R15in

F/R=16inch
F/R=16in

の最後の希望 !?
スチールバンパーにフィンタイプのクラシックグリル、そしてホワイト×マットブラ
ックのツートンと、昔懐かしいレトロなスタイルにまとめる

ヘッドライトとテールランプにはDスポーツの涙目メッキカバーを装着。ともはサ
ンが手作りした赤幌はホワイトボディにとってもマッチしています

ななむー × LA400K COPEN Robe
ローブに一目惚れしました
お気に入りのローブの目元は
インナーブラックと涙目メッキ
カバーでさらにキリッとしたイ
ケメンフェイスに。ホイールに
はGゲームス77リブート、リヤ
スポはDスポーツ製トランクス
ポイラーと、こちらもスポーテ
ィーなセレクトとなる。
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目元が
キリッとしていて
カッコいい
♥

この中で
一番の
古株です！

高橋880 × L880K COPEN
クラシカル＆個性的にアレンジ
ボンネット＆アンダーマットブラック
化によるツートンにジーノのもの
を移植したメッキバンパー…。レ
トロPOPな印象にまとめ上げた
高橋880サンは最古参メンバー。
納期のある依頼は基本受けない

D-Proサンに、シレッと唯一納期
を設定することができるD-Pro
Factoryイチのチートキャラ？。
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