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私たちのチームは、素晴らしい経験とクルマを日本の皆さまにお届けすることを目指しています。

ティエリー: 私が初めて日本に行ったのは1981年です。
その際、鈴鹿と富士スピードウェイでレースをしました。
私は日本の考え方、仕事の仕方が大好きです。

3年前に智世と出会ったおかげで、鈴木亜久里氐など40年ぶりに懐かしい、かつての戦友達に再会することができました。
また、3年前に鈴鹿で開催された「Sound of Engine」にも誘っていただきました。

そして、日本にはたくさんのアマチュア·ドライバーが情熱をもってレースを楽しんでいることを知りました。
次回、是非彼らと一緒に走れることを楽しみにしています。

智世「女性がビジネスをして、信頼を得るのはとても難しいことなんです。
ティエリーは私を信頼し、日本やヨーロッパで非常にダイナミックなビジネスをするチャンスを与えてくれました。
フェラーリF1をはじめ、多くの貴重なクルマを日本へ届けています。

また、ティエリーの素晴らしいドライビングスキルを日本の皆さんにお見せする機会にも恵まれました。

現役時代を彷彿させる鮮やかな走りで、観客を歓喜させたことは、忘れられない思い出です。
チームワーク＝夢の仕事、私たちは、協働でとても素晴らしいワクワクする大きなプロジェクトに取り組んでいます。
その成功を皆さまにお伝えできる日を楽しみにしています。

The purpose of our partnership is to sell cars from Europe to Japan and from Japan to Europe. « I first 
went to Japan in 1981 to race at Suzuka and Fuji Speedway. I really love this country, their way of thinking 
as well as their way of working. » explains Thierry Boutsen. « When I met Tomoyo Kurosaka, CEO of Croco 
Auto, Tokyo, in 2019, I have been able to reconnect with friends I met in Japan more than 40 years ago, such 
as Aguri Suzuki. She also invited me to the Sound of Engine festival in Suzuka at the same time. Following 
the festival, I realized there are many passionate amateur car drivers in Japan and I am looking forward to 
riding with them on my next visit. »

« It is very challenging for a woman to do business and gain trust in the automobile world. » points out 
Tomoyo Kurosaka. « Thierry trusted me and gave me the chance to do great business in Japan and in Europe. 
I was able to bring many valuable cars to Japan, including the Ferrari F1 and I also had the opportunity to 
show Thierry’s great driving skills to the Japanese public. I will never forget how the public was fascinated 
by his brilliant driving, which was as good as when he drove Formula 1 cars. »

Teamwork makes the dream work. Thanks to Boutsen Classic Cars & Croco Auto’s association, both teams 
will launch a very exciting project, which will be released very soon.



Sourcing, Consulting and Sale
of Classic Cars for

Discerning Collectors

BREAKING NEWS...

www.boutsenclassiccars.com

41, rue Grimaldi  -  MC-98000 Monaco  -  classiccars@boutsen.com  -  +377 93 30 80 02

SHOWROOM: Porto di Cala del Forte  -  Passeggiata G. Marconi, 5, 18039 Ventimiglia IM, Italy

Boutsen Classic Cars was founded in 2018 by F1 legend Thierry Boutsen. He was joined by his son Cedric in 
2021. The family business based in Monaco, with a unique international network, specializes in the sourcing, 
consulting and sale of historic cars from the 50s till today for discerning collectors.

Boutsen Classic Carsは、F1ドライバーThierryBoutsenが2018年に設立しました。
2021年に息子のセドリックが加わり、ますます進化し続けています。
モナコを拠点とし、世界中にネットワークと信頼を築いてきました。
真贋を知るコレクターに向け、50年代から現在にいたる希少なクルマの調達、コンサルティング、販売を専門として
います。

Croco Auto is a company launched by Tomoyo Kurosaka in Tokyo in 2016. We are building a network 
to find rare cars for collectors from all over the world. We also provide our clients with the best driving 
experience on road and on race tracks in Japan and in Europe.

クロコオートは2016に黒阪智世が東京で立ち上げた会社です。 世界中から、コレクターのために希少なクルマを見
つけるネットワークを構築しています。 また、あなたに最高のドライビングエクスペリエンスをヨーロッパ、日本で
お届けいたします。

Thierry & Cedric Boutsen


