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2　目的・コンセプト

ごあいさつ・・・

　　　1997年より関東を中心に年1回開催させていただいている「INTERSHOW」は、お蔭様をもちま
して今年で14回目を迎えることになりました。カスタムカーショー及びカーオーディオコンテスト
の融合イベントとしては国内最大規模と自負しております。ひとえにご協力いただいている皆
様のご尽力この上ない限りと感謝し、開催の悦びを参加者様へ還元できればと思っておりま
す。本イベントの成功を握る主催として切磋琢磨し、一層の努力に勤める所存でございます。

　　㈲ジムインダストリー

インターショーオフィス　大金　晃一

目的・・・

　　　　車をこよなく愛し、同じベクトルの軸上に位置するユーザー様に、

　　　　この上ない共有の空間を提供する。
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3　開催場所

　　　ツインリンクもてぎ　　　

　　　栃木県芳賀郡茂木町檜山120-1　　特設エリア特設エリア
　　　　　　　　　一般入場料　大人1200円　（15歳以上）
　　　　　　　　　　　　　　　　 子供 500円　(小中学生・6歳～15歳未満)
　　　　　　　　　　　　　　　 　幼児 300円　(3歳～6歳未満)
　　　　　　　　　　　駐車場　4輪 600円　2輪 300円　　バス 1000円

http://www.twinring.jp/
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4　開催概要
2010年8月29日（日曜日）　　8：30～16：00　　雨天快行!!
主催：インターショーオフィス　栃木県大田原市亀久343-3　0287-54-4728　（ジムインダストリー内）
タイトルスポンサー：東京コーン紙AURIX事業部
協賛：アルパインマーケティング・イースコーポレーション・アルファ・パイオニア・オージー・オーディオテクニカ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャンライン・・カーオーディオセンターグループ・全国有力ショップ
後援・取材：栃木TV・Car★XsTV・カーオーディオマガジン・カスタムカー・オートサウンド・トラックトレンズ・アート美術印刷
協力：モビリティランド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2010年6月19日現在　順不同敬称略）

イベント内容イベント内容

カスタムカーショー

インターショーサウンドオフ

日音競・・・（音圧）

トークショー（予定）

各メーカー及びショップブース出展

Ｃａｒ★ＸｓＴＶ取材

カーオーディオマガジン誌取材、カスタムカー誌取材、etc

動員目標：5000人
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5　沿革
INTERSHOW 1st~6th　97y~　　栃木県日光霧降スケートセンター
INTERSHOW7th　 03ｙ5/25　栃木県日光霧降スケートセンター
INTERSHOW8th　 04ｙ5/23　栃木県日光霧降スケートセンター
INTERSHOW9th　 　05ｙ5/28～29　福島県郡山ビッグパレット with 夢カーFesta　　　・・・動員数≒25000人（2日間）

INTERSHOW10th 　06ｙ8/27　栃木県日光霧降スケートセンター
INTERSHOW11th　 07ｙ7/1　栃木県ツインリンクもてぎ　　・・・動員数≒1000人

INTERSHOW12th 　08ｙ8/24　栃木県ツインリンクもてぎ　With　スーパーアメリカンサンデー ・・・動員数≒5000人

INTERSHOW13th 　08ｙ8/30　栃木県ツインリンクもてぎ　With　スーパーアメリカンサンデー ・・・動員数≒5000人　　

12th11th9th 13th



インターショーオフィス

6　カテゴリー
カスタムカーショー　　 　　　　 エントリーフィー　8000円（税込）　 1台に付き5mx3mのスペース　限定200台

　　　●ユーザー参加によるコンテスト。それぞれのカテゴリーからアワードを決定します。　・・・アワードはエントリー台数及び車種により決定します。
　　　　　　　　　Best of American・Best of Germany・Best of Cool・Best of Hot・Best of Interior・Best of Exterior・Best of Luxury・
　　　　　　　 Best of　Minitruck・Best of Japanese・Best of INTERSHOW・・・etc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

インターショーサウンドオフ　　　　　　　　　　　　エントリーフィー　10000円（税込）　限定90台

　　　●インターショー独自のルールで専任の審査員が審査し、音質の総合得点により順位を決定します。システム構成合計金額によりほぼ均等にクラス分けいたします。

　　　　　　　Hi-Fiサウンドディビジョン（40台）　　　★★Mach マッハ★★　　 ★★ Knot ノット★★　　　　
　　　 ●インターショー独自のルールで専任の審査員が審査し、音質の総合得点により順位を決定します。システム構成合計金額によりほぼ均等にクラス分けいたします。

　Power Hi-Fiディビジョン（60台）　　　★★Gaｌｌon ガロン★★　　　★★Barrel バレル★★　　★★ Quarter クォーター★★

インターショーサウンドオフ・チャレンジ　　　　　　エントリーフィー　9000円（税込）　限定20台
　　　 ●インターショー独自の簡単審査項目で専任の審査員が審査し、音質の総合得点により順位を決定します。

チャレンジディビジョン（20台）　　　★★Newton　ニュートン★★　　　　　　　初めてイベントに参加する方を対象　

日　音　競　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エントリーフィー　9000円（税込）　限定50台

　　　●ルールおよび詳細は日音競のHPをご参照ください。
　　　　　★Kilogram　キログラム★・・・いわゆるストリート　　15インチ=2発、12インチ=4発、それ以下＝8発　＋サブウーファー用のアンプ2枚まで。アンプのW数には制限なし　

　　　　　 ★Pound　ポンド★・・・お勉強クラス　　何でもありのデスマッチ。K-CAR＆ストリートクラス以外の（ショップデモカーはすべてこのお勉強クラス） 　

　　　　　　★Ton　トン★・・・外向き放出車両専用　 サブウーファー&アンプの数に制限ナシ

　　　　　　★Ounce　オンス★・・・軽自動車専用　　軽は室内空間が限られているので軽は軽でワンメイクとする サブウーファー&アンプの数に制限ナシ　

　　　　　 ★Gamma　ガンマ★・・・試しにでてみようかなって方専用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショップの人にそそのかされた方や音圧が出なくてもくじけない方専用です。　サイズ関係なくサブウーファー2発まで。アンプのW数には制限なし　　　　　　　　
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7　ブース料金
メーカー（オーディオ系）様

　　　出展料金　52,500円（1コマ税込）　A：7.5m　x　B：6m
　　　　　　　　　　※デモカー、及び商品を展示していただけます。

　　　　　　　　　　※搬入車両は１台までとさせていただきます。それ以上の場合はお問い合わせください。
　　　　　　　　　　※1ブースに付き入場券5枚がついてきます。
　　　　　　　　　　※ブース枠内にてデモカー等は納めてください。

　　　　　　　　　　※テント及び備品は別料金です。

　　　　　　　　　　※ブース内にコンテストエントリー車両を展示する場合は事前にお申し出ください。

メーカー（パーツ系）様

　　　出展料金　52,500円（1コマ税込）　A：7,5m　x　B：6m　　
　　　　　　　　　　※デモカー、及び商品を展示販売していただけます。

　　　　　　　　　　※搬入車両は１台までとさせていただきます。それ以上の場合はお問い合わせください。

　　　　　　　　　　※1ブースに付き入場券5枚がついてきます。
　　　　　　　　　　※ブース枠内にてデモカー等は納めてください。

　　　　　　　　　　※テント及び備品は別料金です。

　　　　　　　　　　※ブース内にコンテストエントリー車両を展示する場合は事前にお申し出ください。

ショップ様

　　　出展料金　42,000円（1コマ税込）　A：7.5m　x　B：6m　　
　　　　　　　　　　※デモカー、及び商品を展示していただけます。

　　　　　　　　　　※搬入車両は1台までとさせていただきます。それ以上の場合はお問い合わせください。
　　　　　　　　　　※1ブースに付き入場券2枚がついてきます。
　　　　　　　　　　※ブース枠内にてデモカー等は納めてください。

　　　　　　　　　　※テント及び備品は別料金です。

　　　　　　　　　　※ブース内にコンテストエントリー車両を展示する場合は事前にお申し出ください。

○ブースオプション

　テント3.6mx5.4m 　：　18000円（税込1張）

　パイプイス　　　　　　：　500円（税込1脚）

　長テーブル　　　　 　：　1000円（税込1個）

　電源（発電機15A）　：　8000円（税込1個）

正面

デモカー

テ　ン　ト

配置例 B

A
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8　エントリー詳細
参加申し込み・お問い合わせ

　　　　参加申込用紙はホームページ　www.gymindustry.co.jp にてご案内します。（受付開始6月下旬予定）

ブースのお申込み（メーカー様）

　　　　参加申込用紙に必要事項をご記入捺印の上、下記までFAXにてお申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　0287-54-3192
　　　　追って、ご請求書を発行いたしますので、指定口座へお振込みしてください。

カーショー各種サウンドオフへのお申込み及びブースをお申込みのショップ様

　　　　　参加申込用紙に必要事項をご記入捺印の上、下記までFAXにてお申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　0287-54-3192
　　　　参加費は佐川急便の代引きにてお送りします。（参加受理書、パス券を同封）

　　　　 受取り拒否の場合はキャンセルとみなします。

申込み期限日を過ぎたキャンセルはお受けできません。　　　　当日エントリーはございません。

　　　　尚、送付は8月20日前後を予定しております。

締め切り

　　　　ブース申込み期限　：　2010年7月10日

　　　　エントリー各種申込み期限　：　2010年8月15日
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9　ブース出展に関する注意事項及び特記事項
出展に関する注意事項・・・

エントリーが正式に受理されてからのキャンセルはできません。

イベント当日の天災等によるイベントの事故による中断および中止の際はブース準備に伴う全ての費用は主催側
では責任を負いかねますので予めご了承ください。

イベント当日の会場内における事故については主催側として一切関知しません。

イベント開催中は車両の移動やブース等の仕様変更はできません。

ブース出展に伴うごみの処理は出展者様自身で処理をお願いします。

イベントの進行上問題になるブースのデモやアトラクションはお断りする場合がございます。

ブース等にて飲食物の販売は禁止です。

ブース等にて現金の授受は禁止です。

ブースには電源が確保されておりませんので必要な場合には別途お申込みください。

会場には搬入車両パス、出展ブースパスがなければ入場できません。

ブースコマ割りについては主催側の審議にて決定いたします。

主催側は不可抗力（天災交通機関の事故等）により開催が不可能と判断した場合にイベントを中止する場合があ
ります。

イベント中止によって発生した損害賠償等については責任を持ちません。

特記事項・・・

ブースの申し込みをされていても以下の項目に該当する場合主催側として出展の受理をお断りする場合がございます。

インターショーの主旨に合わないと判断した場合。

期日までにブース代金の入金が確認できない場合。

社会的道理が満たされてない場合。



インターショーオフィス

10　タイムテーブル（予定）

※諸事情により変更になる場合がございます。

サウンドオフ審査終了14：00

ステージ表彰15：00~

搬出16：00~

全体休憩12：00~

ステージゲストトークショー10：30~11：00

サウンドオフ、カーショー審査開始9：00~

ステージ開会式8：30~

搬入終了8：00

時間厳守！・・・時間を過ぎますと一切会場に入れません。搬入及び受付6：30~7：30

備　考内　容時　間
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11　ジャッジ（予定）
カスタムカーショー

　　　　芸文社（各誌担当者）、ツインリンクもてぎ担当者、他

サウンドオフ

　　　　 HiHi--FiFi　　division division 
　　　　　　　マッハ　Class     　　：　 茨城・クァンタム　土屋氏
　　　　　　　ノット Class　 　 ： 　福岡・サウンドエナジー　村上氏

　　　　 　PowerPower　　HiHi--FiFi　　division division 
　　　　　　　クォーター Class　 ：　千葉・サウンドスピリット　小野寺氏

　　　　　　　バレル　Class　 　 ：　茨城・カスタムガレージ常陸　酒寄氏

　　　　　　　ガロン　Class　　 　　：　千葉・オーディオファイル　吉田氏

サウンドオフ・チャレンジ

　　　　　ChallengeChallenge　　division division 
ニュートン　Class　 ：　茨城・サウンドウェーブ　小倉氏

日音競

　　　　　　尾林ファクトリー　尾林氏　＆　ジョイワークス　蒲原氏

　　　　

　　

（2010年6月20日現在　順不同敬称略）
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12　各種申込用紙

展示車両及び、展示商品内容

¥1000450mmx1800mmテーブル

¥800015A　　　・・・延長ケーブルは付属しておりません。発電機

¥42,000スペース渡し　P7　参照ショップ様ブーススペース

携帯ご担当者様氏名

お申込み内容

小　計数　量料　金（税込）仕様/サイズタイプ

オプション

¥52,500スペース渡し　P7　参照メーカー様ブーススペース

FAX

¥18,0003.6mx5.4m　　錘4個付テント

¥500イス

¥合　計

TEL

代表者

出展会社名

送付先　：　インターショーオフィス

FAX　0287-54-3192

締め切り　2010年6月30日
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13　INTER SHOW IMAGE GARL

2代目INTER SHOWイメージガール　
木村　亜梨沙　 Arisa　Kimura   　

　　　　　　　　　　　　

総合司会

　　澄谷　薫

　Kaoru Sumiya


