企 画 書

2017年9月17日（日）開催
雨天快行

0 目的

カスタムカー、そしてカーオーディオ、ミュージックを好む方たちへその共有空間を提供する。
1 イベント名

INTER SHOW 21st

共催：スーパーアメリカンサンデー パドック①
2 開催場所

ツインリンクもてぎ パドック②
栃木県芳賀郡茂木町檜山120-1
www.twinring.jp
一般入場
大人 1,000円（15歳以上） 子供 500円（小中学生）幼児 300円（3歳～未就学児）
駐車場
4輪 1,000円 2輪 500円
3 イベント概要

主催 ： インターショーオフィス（ジムインダストリー内）
〠324-0012 栃木県大田原市南金丸1588-14
TEL:0287-47-4006
FAX:0287-20-2462

取材 ： Car☆Xs TV、カーオーディオマガジン、カスタムカー･･･etc
4 イベント内容

★カスタムカー コンテスト
★ダイヤモンドオーディオ サウンドコンテスト
★ISAC （インターショーサウンドオフ）
★日本音圧協会
★ボルダリング
★スラックライン
★ノーリミットJAPAN バイクスタントパフォーマンス
5 沿革
●INTER SHOW 1st~7th 日光霧降スケートセンター
●INTER SHOW 8th 04y5/23 日光霧降スケートセンター
●INTER SHOW 9th 05y5/28~29 福島県郡山市ビッグパレットwith 夢カーフェスタ 動員数≒25,000人（2Days）
●INTER SHOW 10th 06y8/27日光霧降スケートセンター
●INTER SHOW 11th 07y7/1 ツインリンクもてぎ
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●INTER SHOW 12 08y8/24ツインリンクもてぎ パドック2
●INTER SHOW 13 09y8/30ツインリンクもてぎ パドック2
th
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●INTER SHOW 14 10y8/29ツインリンクもてぎ
●INTER SHOW 15 11y8/28ツインリンクもてぎ
th

With スーパーアメリカンサンデー
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●INTER SHOW 16 12y9/9ツインリンクもてぎ パドック2
●INTER SHOW 17 13y9/1ツインリンクもてぎ パドック2
●INTER SHOW 18 14y8/31ツインリンクもてぎ パドック2
●INTER SHOW 19 15y11/23ツインリンクもてぎ コース内
●INTER SHOW 20 16y9/11ツインリンクもてぎ パドック2

6 カテゴリー

★カスタムカー コンテスト

募集：120台
概ね、車枠＋20%ほどのスペースに展示となります。

●インポート ●ワゴンミニバン ●JAPセダン
●K-Car ●コンパクト
●1BOX ●ミニトラック

アワード各カテゴリー
スペシャルアワード等あり

エントリーフィー 6,480円/台 （税込）
別途ツインリンクもてぎの入場料が必要になります。

★ダイヤモンドオーディオ サウンドコンテスト

募集：20台
アワード 3位まで他特別賞あり

参加条件： 使用するフロントスピーカー（コンポーネント）、サブウーファー、
そして、アンプのいづれかに「ダイヤモンドオーディオ」が使用されている事。
また、各ユニットは正規品が装着してある事

自動的に「ISACインターショーサウンドオフ」にエントリーされますので審査は2回になります。

エントリーフィー 9,720円/台 （税込）
ツインリンクもてぎの入場料が必要になります。

★ISAC インターショーサウンドオフ

募集：90台
アワード 3位まで

使われている「ユニットの合計金額」を基に受付終了後に等分します。
選任ジャッジにより指定した曲によって審査となります。

ショップの方、個人の方の区別はありませんが、

ショップデモカー及びその類の車両（オフィス側で判断します）は自動的に高額システムクラスとなります。

ユニットの合計金額とは・・・
オープン価格のナビゲーションは10万円加算（純正ナビヘッドは含みません）、
ヘッドユニット・プリアンプ・プロセッサー・アンプ・フロントスピーカー・サブウーファーの税抜合計です（自己申告制）。

クラス
● カエサル

15台 概ねユニット合計 125万～

ラケル

15台 概ねユニット合計 85～125万

● エクトール

15台 概ねユニット合計 62～85万

● ダビデ

15台 概ねユニット合計 47～62万

● ランスロ

15台 概ねユニット合計 20～47万

● アルジーヌ

15台 概ねユニット合計

●

～20万

エントリーフィー 9,720円/台 （税込）
ツインリンクもてぎの入場料が必要になります。
参加条件 ： 各ユニットは正規品が装着してある事

★日本音圧協会

募集：30台
⇒ 日音協の詳細等は下記を参照 ⇒

https://www.facebook.com/2topDAIONRYO

各クラスは競技として目くじら立てて勝ちにいくというよりは、「トロフィーが当たったッ！外れたッ！」という感覚で
臨むとより一層日音協、延いては人生を愉しめると思います。それが日音協の醍醐味でもあるのです＾＾

日音協カテゴリーに参加の方は、「カスタムカーコンテスト」に申し込んでください。。
参加条件 ： 各ユニットは正規品が装着してある事

7

ブース料金

…スペースには限りがありますので定数に達し次第締め切ります。

● メーカー&ディストリビューター様
出展 A料金 32,400円（税込） 奥5m 幅3m スペース渡しテントは立てられません。
デモカー①台の入場料金が含まれます。

出展 B料金 54,000円（税込） 奥5m 幅6m スペース渡し

定数5
定数10

デモカー①台、搬入車両①台の入場料金が含まれます。

出展 C料金 70,000円（税込） 奥5m 幅8m スペース渡し

定数5

デモカー①台、搬入車両①台の入場料金が含まれます。

● ショップ様
出展 A料金 27,000円（税込） 奥5m 幅3m スペース渡しテントは立てられません。
デモカー①台の入場料金が含まれます。

出展 B料金 43,200円（税込） 奥5m 幅6m スペース渡し

定数5
定数10

デモカー①台、搬入車両①台の入場料金が含まれます。

出展 C料金 56,000円（税込） 奥5m 幅8m スペース渡し

定数5

デモカー①台、搬入車両①台の入場料金が含まれます。
8 ブース出展に関する注意事項及び特記事項
● 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による事故中断及び中止の際は

ブース準備等に伴う全ての責任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。
● ブース出展に伴うゴミの処理は出展者様自身でお願いいたします。
● イベント開催中は車両の移動やブース当の仕様変更はできません。
● イベント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販売や、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は別途お申込みください。
● 会場内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。
● ブースのコマ割りについては主催側の審議にて決定します。
● 主催側は不可抗力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一切の責任を負いません。

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受理をお断りする場合がございます。

▽ インターショーの趣旨に合わないと判断した場合。
▽ 期日までにブース料金のご入金がない場合。
▽ 社会的道理が満たされていない場合。
9

エントリー要領

賛同ショップ（ブース出展）様より顧客様分各種エントリーのお申し込みは・・・
エントリー用紙に必要事項を記載し下記までFAXにてお申し込みください。
ブース出展料と一緒に振込にて対応致します。

FAX 0287-20-2462
当日エントリーはございません。

締 切
ブース申込期限：8月27日
エントリー各種申込期限：9月3日

10

タイムテーブル（予定）

時間

内容

6:30-7:30
8:30
9:00
12:00
12:35
～15：00
15:00
16:00

場所

搬入及び受付
開会式
ISAC審査スタート

ステージ

カーエックス取材スタート

パドック②

ノーリミットジャパン バイクスタント

パドック②

日音協スタート

パドック②

各カテゴリー終了

ステージ

表彰

ステージ

パレードラン（予定）～搬出

9:30-12：00
13:30-14：30

ボルダリング 第①部
ボルダリング 第②部

パドック②
パドック②
諸事情により変更される場合が多々ございます。

11

ジャッジ（予定）

●
●
●
●

カスタムカーコンテスト
・・・カスタムカー誌、ツインリンクもてぎ担当者、etc
日音協 ・・・神の思し召しにより選出された＾＾ジャッジ
ダイヤモンドオーディオコンテスト
・・・ユナイテッドサウンド長谷川氏
ISAC ・・・インターショーサウンドオフ オフィシャルジャッジ
☆ 酒寄氏

ガレージ常陸

☆ 小金井氏

カーファイ

☆ 鎌倉氏

ガレージゼロ

☆ 越野氏

サウンドクウォリティー

☆ 小溝氏

ログオン

☆ 長谷川氏

ナナミサウンドファクトリー
順不同

※のっぴきならない事情によりジャッジの変更および追加がある場合がございます。尚、審査クラスは流動的です。
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ISAC審査CD

Greatest Hits So Far...
Zac Brown Band

審査曲はこのアルバムのなかから各ジャッジによってチョイスされます。

13 INTER SHOW Mascot Girl & Main MC
INTER SHOW 21st Mascot Girl（未定）

Main MC （未定）

13

会場

INTER SHOW 21st
Here!!
"HOT&COOL"

