
INTER SHOW 7th    
Custom car & Car audio �Hot �Spring Festivals in Nikko  

 
INTER SHOW 7 th 実施概要 

目 的            カーオーディオの素晴らしさを広め、収益の一部を盲導犬協会に寄付 

名 称            INTER SHOW 7th  

日 時          ２００３年５月２５日（日） ９：００～１６：００ 入場無料！！雨天決行！！ 

場 所            日光霧降ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ第２ ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ特設会場 

一般の駐車場も第２ﾊﾟー ｷﾝｸﾞ会場内 

                栃木県日光市所野 

                Ｔｅｌ ０２８８-５４-２４０１ 

交 通           車 ：東北自動車道宇都宮ＩＣ～日光宇都宮有料道路日光ＩＣ下車約７分 

               電車 ：ＪＲ宇都宮駅～日光線日光駅下車ﾀｸｼｰで約７分 

               東武日光駅下車ﾀｸｼｰで約７分 

主 催           インターショーオフィス 

               栃木県那須郡黒羽町亀久３４３―３―２ｆ 

               Ｔｅｌ ０２８７-５４-３７９８ Ｆａｘ ０２８７-５４-３１９２ 

協 力           日光霧降ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ様 

               ＪＡＣ （ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾄｻｳﾝﾄﾞｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ事務局）  

               日音協事務局 

               カーオーディオマガジン・カスタムカー・ドレスアップカーマガジン 

各専門誌社 ・ 栃木テレビ 

内 容           ｶｰｼｮ  ー （ﾐﾆﾊﾞﾝ・ﾐﾆﾄﾗｯｷﾝ・アメ車・ｽﾎ゚ｺﾝ・ﾗｸ゙ｼ゙ｭｱﾘー ・国産ＯＬＤ等）  

               ＪＡＣ （ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾄｻｳﾝﾄﾞｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ/グループＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ） 

               日本音圧協会（１年２組・ｽﾄﾘー ﾄ・ｵー ﾌ゚ﾝ・外向き等）  

             ＭＳＭ （モービルサウンドミーティング） 

 

 

 

INTER  SHOW  7th



カーショー 
予定台数・・・約 ８０台 

� カスタムカーの祭典です。愛車を存分にアピールしてください。参加可能車種は次の通りです。 

ＵＳカー、ミニバン、ミニトラッキン、ラグジュアリー、スポコン、国産ＯＬＤカーのみとなります。 

  一般入場者によっての、人気投票もあります。 

日本音圧協会 
予定台数・・・約 ５０台 

� ルールはカスタムカー掲載の音スポをご参照ください。２回測定！！参加ご希望の方は、エント

リー用紙にご記入くださいませ。当日のエントリーは不可能です。     ※各カテゴリーは台

数によってｵー ﾌ゚ﾝクラスになる場合がございます。 

 

ＪＡＣ （Japan Auto sound Competition） 
予定台数・・・約 ６０台 

� ルール等は最寄りのショップ様にお問い合わせいただくかＪＡＣ事務局までお問い合わせくださ

い。       ※各ｶﾃｺﾞﾘｰは台数によってｵｰﾌﾟﾝクラスになる場合がございます。  

  グループ A ：ショップデモカー、その他        ＡとＢクラスはＳＰＬ、ＲＴＡ審査有り。 

  グループ B ：一般（使用ユニットの合計が１００万以以上） 

  グループ C ：一般（使用ユニットの合計が１００万以内）取付けと、音質審査のみ 

  グループ D ：一般 音質審査のみ 

  グループ E ：一般（シアタークラス）音質審査のみ 

ＭＳＭ （Mobile Sound Meeting） 
予定台数・・・約 ４０台 

� 各車両のユーザー同士が親睦を含め、参加車両の中から３台だけ気に入った音を投票してい

ただきます。貴方の好きな音をチョイスしてください。投票は、各エントラント、各メーカーの方々

等です。今回は、ショップ依存派、ハンドメイド派に分かれて投票していただきます。ただし、台

数の都合によりその限りではございません。 
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タイムテーブル 
６：３０～７：３０      ： エントリー受付（受付のテントにて） 

８：３０～         ： 開会及び参加者ミーティング 

９：００～         ： 一般入場 

９：００～        ： ＪＡＣ審査、ＭＳＭ試聴開始 

９：３０～        ： 音圧協会開始 

１２：００～１３；００     ： 全体休憩 （昼休み） 

１３：００～１３：３０     ： バンド演奏 

１３：０５～        ： 各審査再開 

～１４：００        ： ＪＡＣ審査終了予定 

１５：４０～１６：００     ： バンド演奏 

１５：００～１５：４５     ： 授賞式 

１６：００         ： 閉会、撤収、ゴミ拾い 

 

 

尚、各催しの時間、順番等が変更される場合がございますので、 

ご協力お願い致します。また、テント撤収や、設営にはご協力願います。 
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出展ブース申込み用紙 

御社名  

住 所  

Ｅ―ＭＡＩＬ  

電話・ファックス  

当日ご担当者名  

ご担当者携帯番号  

デモカー名  

 

 

下記項目にチェック、個数をお願いします。 

 メーカー ￥３００００ （ｅａ） 張 
申込みブース数 

 ショップ ￥２００００ （ｅａ） 張 

テントサイズ３ｍｘ５ｍ位 １張 デモカースペース２台分位 

テーブル１個 イス２脚付の価格です。 

追加オプション テーブル ： ￥１０００ （ｅａ） 個 

： イス   ： ￥３００ （ｅａ） 脚 

： 電源１００V ： ￥５０００ （ｅａ） 台 

： テントウェイト ： ￥８００ （ｅａ） 個 

 

合計金額                  円 

 

 

振込み先 

烏山（からすやま）信用金庫 黒羽（くろばね）支店  

普通口座 １８４５５６ 

インターショーオフィス 迄 

 

尚、振込み手数料はご負担にてお願いいたします。 

できるだけ、競技へ参加の方はショップ単位でお振込みくださいませ。 

 

 

 

 

〆切 ５月 １８日 
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ＪＡＣ申込み用紙 
※記入漏れのないようお願いします。  

御名前  

住 所  

Ｅ―ＭＡＩＬ  

ファックス  

電話番号  

当日の携帯番号  

車名  

年式／色 ／ 

クラス  ※クラスにチェックしてください。 

グループ Ａ 

￥１００００ 
ＯＰＥＮ 

グループ Ｂ 

￥１００００ 

グループ Ｃ 

￥７０００ 

グループ D  

￥７０００ 

１～５００Ｗ ５０１Ｗ～ 

グループ Ｅ 

￥７０００ 
ＯＰＥＮ 

愛車のシステム 

 ブランド モデル 

デッキ   

プリアンプ   

プロセッサー   

パワーアンプ   

フロントスピーカー   

センタースピーカー   

リアスピーカー   

サブウーファー   

ﾄｰﾀﾙﾜｯﾄ数                  Ｗ 

取付店名  

 

〆切 ５月 １８日 

INTER  SHOW  7th

誓約書 

私はＪＡＣのﾙｰﾙ及び社会的ﾓﾗﾙをよく理解し、このｲﾍﾞﾝﾄに参加します。  

 

自筆署名                印  



日音協申込み用紙  

※ 記 入 漏れのないようお願いします。 

御名前  

住 所  

Ｅ―ＭＡＩＬ  

電話番号  

ファックス  

当日の携帯番号  

車名  

年式／色  

クラス 

※クラスにチェックしてください。 

１年２組 ノーマルクラス ￥７０００ エキスパートクラス ￥７０００ 

ストリート（ウーファー４発以内） ￥７０００ 

オープン（ウーファー５発以上） ￥７０００ 

外向き 上向き ￥７０００ 後向き ￥７０００ 

※ 会場の使用規約上、車輌ドア等開放大音量は厳禁です。  

愛車のシステム 

 ブランド モデル 

デッキ   

プリアンプ   

プロセッサー   

パワーアンプ   

パワーアンプ   

フロントスピーカー   

リアスピーカー   

サブウーファー   

バッテリー   

ﾄｰﾀﾙﾜｯﾄ数                 Ｗ 

取付店名  

 
 

誓約書 

私は日音協のﾙｰﾙ及び社会的ﾓﾗﾙをよく理解し、このｲﾍﾞﾝﾄに参加します。  

 

自筆署名                印  

※ 使用ＣＤは“自由”です！！ 

〆切 ５月 １８日 
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ＭＳＭ申込み用紙 
 

※記入漏れのないようお願いします。  

御名前  

住 所  

Ｅ―ＭＡＩＬ  

ファックス  

電話番号  

当日の携帯番号  

車名  

年式／色  

参加料 

￥３０００ （１台） 当日エントリーは￥５０００です。台数制限有り 

 

愛車のシステム 

 ブランド モデル 

デッキ   

プリアンプ   

プロセッサー   

パワーアンプ   

パワーアンプ   

パワーアンプ   

フロントスピーカー   

センタースピーカー   

リアスピーカー   

サブウーファー   

バッテリー   

セキュリティー   

取付は？ 

〇印 ショップ依存派 ハンドメイド派 

 

※ 各自自由に試聴しあって、お気に入りの３台を投票用紙に記入後 

本部テント前の投票箱に投函してください。あなたは審査員です！！ 

〆切 ５月 １８日 
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誓約書 

私は社会的ﾓﾗﾙをよく理解し、このｲﾍﾞﾝﾄに参加します。  

 

自筆署名                印  



カーショー申込み用紙 
 

※記入漏れのないようお願いします。  

御名前  

住 所  

Ｅ―ＭＡＩＬ  

ファックス  

電話番号  

当日の携帯番号  

車名  

年式／色  

カテゴリー アメ車 ＶＷ ミニバン ミニトラッキン スポコン 国産ＯＬＤ 

 

参加料 

￥５０００（１台） です。当日エントリー￥８０００です。但し。台数制限有り 

 

愛車のシステム 

 ブランド モデル 

ホイル   

タイヤ   

ペイント   

エアロ   

内外装、その他のカスタマイズポイント！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 貴方のお気に入りの３台を投票用紙に記入後 

本部テント前の投票箱に投函してください。あなたは審査員です！！ 
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○印をしてください！！ 

〆切５月１８日 

誓約書 

私は社会的ﾓﾗﾙをよく理解し、このｲﾍﾞﾝﾄに参加します。 

 

自筆署名                印  



注意事項 
1、 搬入は指定の時間内にお願いいたします。会場は、春の観光シーズンということもあり、かなり

の混雑が予想されますので、お早めにお越しくださるようお願いいたします。入場後は、速やか

にエンジンや、オーディオを遮断してください。 

2、 会場に隣接する民家が多数ございますので、モラルある行動をお願いします。また、会場内は

スタッフの指示にしたがい徐行してください。指示にしたがわない全ての行動にたいする参加

者の場合は、ご退場していただきます。この場合、エントリーフィーの返金はいたしません。 

3、 当日は雨天決行です。雷雨も考えられますので傘にはくれぐれもご注意ください。 

4、 昼食等は、会場内もしくは、会場上の宿泊施設レストランをご利用ください。 

5、 トイレは、会場内および、ｽｹー ﾄｾﾝﾀー 内外トイレをご利用ください。  

6、 ゴミは、会場を霧降スケートセンター様のご好意によってお借りしておりますので、各自お持ち帰

りください。また、歩きタバコは日光市条例で禁止されております。 

7、 搬出は、閉会後スタッフの誘導にしたがってください。 

8、 イベント会場内での盗難等にはくれぐれもご注意ください。事務局では一切の責任を負いませ

ん。 

9、 イベント会場内での直火は禁止です。 

申込み詳細 

各申し込用紙をＦＡＸにてお送りください（５月１８日〆切）。その後、下記口座へお振

込みくださいませ。確認後、順繰り受理書をお送りいたします。尚、５月１９日を過ぎて

も振込み確認ができない場合はすべてキャンセルとみなしますので、もちろん受理書は

お送りできません。また、お振込み後のキャンセル（返金）はできません。 

 

 

 

 

 

 

※ 各エントリー者には INTER SHOW ７ｔｈ記念ステッカーがもれなく、ついてきますが、

当日エントリーの方にはついてきませんので、ご了承ください。 

 

当日緊急なご連絡がある場合には下記までお願いします。 

当日専用（５／２５）緊急電話 

０９０－４７２０－６３７０    ＡＭ５：００～ＰＭ３：００まで 

烏山（からすやま）信用金庫 黒羽（くろばね）支店 
普通 １ ８ ４ ５ ５ ６ 

インターショーオフィス 迄 
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