企 画 書

2018年9月1日（土曜日）開催
雨天快行

1 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。
2 イベント名

INTER SHOW 22nd

共催：スーパーアメリカンサンデー パドック①
3 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
4 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
5 イベント内容

★カスタムカー コンテスト
★ユナイテッドサウンド 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
★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
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

エントリーフィー 5,400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。
アワード各カテゴリー
スペシャルアワード等あり

★ISAC インターショーサウンドオフ

募集：100台

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・・・

使用しているアンプ・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）。
エントリーフィー 9,180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。
アワード 3位まで他特別賞あり

★ユナイテッドサウンド サウンドコンテスト

募集：40台

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
現在ユナイテッドサウンド社が総輸入元として扱っているブランドと、
ユナイテッドサウンド社を介した、販売代理店として取り扱っているブランドが使用されている事。
ユナイテッドサウンド社 総輸入元ブランドとは・・・

HERTZ、cerwinvega、DIAMOND AUDIO、ESX、AURIX、AD
ユナイテッドサウンド社 販売代理ブランドとは・・・

DIATONE、KICKER
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：ISACエントリーフィーに含まれます
★日本音圧協会

募集：40台

今回は、「往年の日音協」をテーマに、
一台ずつステージ前に出てきていただき、室内にマイクを入れて音圧を計測します。
https://www.facebook.com/2topDAIONRYO

⇒ 日音協の詳細等は下記を参照 ⇒

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。。
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3
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3

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3
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1

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特記事項
▽ 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）様からのユーザー様エントリーは、
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。
上記以外のショップ様および一般ユーザー様はエントリー用紙と共に現金書留またはFAXにてお申込みください。
現金書留の方・・・

パス券等一式を開催一週間前に郵送します。

FAXの方・・・

パス券等一式を開催一週間前に佐川代金引換便（事務手数料1080円加算）にて発送します。

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19日（予定出店数に達し次第締切）
エントリー各種申込期限：8月19日（予定台数に達し次第締切）
10

タイムテーブル（予定）

時間

内容

6:30-8:00
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

カーエックス取材スタート

ノーリミットジャパン バイクスタント

ステージ
パドック②
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

スラックライン 第①部
スラックライン 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
ユナイテッドサウンド オーディオコンテスト
・・・ユナイテッドサウンド長谷川氏 他
ISAC ・・・インターショーサウンドオフ オフィシャルジャッジ（順不同）
☆ 吉田氏

オーディオファイル

☆ 酒寄氏

ガレージ常陸

☆ 筬島氏

ケンテック

☆ 守谷氏

ゼロビット

☆ 小溝氏

ログオン

☆ 小金井氏

カーファイ

※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。

12 ISAC審査音源

アルバム ： Golden Hour
アーティスト ： Kacey Musgraves
（ケイシー マスグレイブス）
レーベル: Mca Nashville
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。

音源はCDのほか、ダウンロード音源も可能です。
また、音源はすべて参加者様がご用意してください。
13 INTER SHOW Mascot Girl & Main MC
INTER SHOW 22nd Super MC

清宮百代

13

会場

INTER SHOW 22nd
Here!!
"HOT&COOL"

